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 Ⅰ 計画策定の経緯 

 

１ 検討の背景 

伊賀市庁舎整備に係る検討は、市町村合併の協議とともに進められてきました。伊

賀地区市町村合併協議会が 2003（平成 15）年 12月に策定した新市建設計画（伊賀市

まちづくりプラン）では、「新市の本庁舎については、当面の間は既存庁舎を使用し、

将来は新たな設置について検討する」と規定されました。 

伊賀市発足後、2006（平成 18）年度に策定された市総合計画（輝きプラン）では、

基本構想で「行政需要に的確に対応し、市民サービスの向上を図ることができるよう、

新庁舎の建設について総合的な視点から検討を進める」と規定され、また、前期基本

計画では、「各庁舎の整備等について、市民のニーズを的確に把握しながら、あわせ

て行政効率の向上を図るといった面からも十分議論し、検討を行う必要がある」とさ

れています。 

現庁舎は、坂倉準三氏の設計によるものですが、建築後 45年以上が経過しており、

建築当時と比べると、市民サービスの質や業務量が大きく変化してきたことにより、

ロビーや執務室が手狭になってきています。また、躯体はもとより給排水、衛生、電

気設備等の老朽化が進み、維持管理経費も増大しているうえ、近年の情報化対応にも

支障をきたしています。更に、2005（平成 17）年度に実施した耐震診断では、南庁舎、

北庁舎ともに耐震基準を満たしておらず、大幅な補強が必要と診断されました。 

 現在、北庁舎は解体され、南庁舎とその他の既存施設で行政事務を行っています。 

 

２ 庁内での検討 

市では 2006（平成 18）年 10月、新庁舎の建設に関して調査を行い、建設計画案を

策定するため、市職員で構成する伊賀市庁舎建設庁内検討委員会を設置し検討してき

ました。この委員会では、「多様化する行政需要に対応するため、新庁舎の建設が必

要」との報告をまとめ、2007（平成 19）年５月に市長に報告しました。 

また、この報告書に対して、三重大学の浅野、高井両准教授（当時）を中心とする

学識経験者に評価を依頼し、2008（平成 20）年２月に評価結果の報告を受けました。 
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３ 建設検討委員会による審議 

2008（平成 20）年８月 19 日、新庁舎建設に係る基本構想・基本計画を策定するに

あたり、市民の意見・提案を反映させるため、市内の公共的団体の代表者や学識経験

者、公募委員など 13 人で構成する伊賀市庁舎建設検討委員会（以下、「建設検討委員

会」という。）を設置し、新庁舎の建設について意見を求めました。 

建設検討委員会では、まず新庁舎の位置の選考に着手し、市議会の庁舎建設問題特

別委員会との意見交換を経て、現在の場所が新庁舎の場所として最も相応しいという

結論が出されました。 

基本構想・基本計画をまとめるにあたっては、現庁舎の利活用についても検討され、

市民を対象として２日間開催したタウンミーティングでは、新築や改修に対する多く

の意見が出されました。また、審議の後半では、市内外の 12 の団体から新築や改修

に対する要望書が出され、タウンミーティングで出された意見と同様に重要な検討材

料として取り扱われました。 

建設検討委員会では、これら多くの意見や要望を踏まえ、庁舎建設基本構想及び基

本計画が作成されました。基本計画では、新庁舎の必要床面積を 14,000 ㎡、駐車場

の必要台数を 200台と仮定し、①南庁舎を利活用して北庁舎を新築する案（以下「南

庁舎改修案」という。）と②全面新築する案の二つに絞られ、2010（平成 22）年４月

13日、最終的な判断を市に委ねる形で１年８カ月に渡る検討の結果が答申されました。 
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建設検討委員会で審議された２案比較 
前提条件 

1. 庁舎必要規模は、約１4,０００㎡と仮定した 

2. 駐車場必要台数は 200 台と仮定した 
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４ 建設検討委員会の答申を踏まえた庁舎建設の方針 

２案の比較検討では、文化的な価値では南庁舎改修案が優位ですが、機能性･利便

性や費用対効果では全面新築案が優位と判断できます。各種団体から出されている要

望書についても、現庁舎の保存を求める意見は市外の専門分野の団体から多く出され

ているのに対し、全面新築を求める意見は全て実際に庁舎を利用する市内の方々から

出されています。 

文化的価値を金銭に置き換えることはできませんが、既存庁舎を改修利用した場合、

後年度に更なる大改修が求められる可能性もあり、市民の負担と利用者の利便性を重

要視した結果、市役所を現在と同じ敷地に計画するうえでは全面新築の方が優位と判

断しました。 

以上のことから、市としては現庁舎を改修利用するより全面新築の方が適切である

と判断し、今後は、市庁舎を全面新築することを基本に、機能空間の考え方や敷地配

置計画が示されました。 

 

５ 庁舎整備の再検討の目的 

2011（平成 23）年３月に策定された市総合計画後期基本計画では、市庁舎について

は、耐震性能の不足や設備の老朽化への対応に加え、情報化、高齢化など新たな時代

に対応した機能整備が求められており、今後市民に開かれた、だれもが使いやすい新

庁舎の建設を進める必要があるとされました。 

2012（平成 24）年 11 月に新市長となり、「医療の再生」「ムダのない財政」「観光・

農林業の再生」を重要施策として、誇れるまち伊賀市の再生を進めることとなりまし

た。庁舎整備についても、できるだけ現庁舎や庁舎として転用できる既存施設の活用

を最優先として、コンパクトで改修・改築経費の少ない本庁・支所を目指して、伊賀

市庁舎整備計画を策定することとなりました。 

このようなことから、市民、各種団体及び学識経験者によって組織する庁舎整備計

画検討委員会（以下、「整備検討委員会」という。）を設置して、庁舎整備計画及び南

庁舎利活用計画に関して、調査・審議が行われることとなりました。 
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６ 現状の分析と課題 

（１）現在地の歴史文化 

① 上野城築城以前 

上野城のある丘陵には築城以前、平楽寺・薬師寺という寺院があったといわれて

います。 

  当時の伊賀国は、地縁や血縁によりまとまったいくつかの共同体の合議（伊賀惣

国一揆）により運営されており、平楽寺は惣国一揆の会合の場所の一つであったと

考えられています。 

  また、現在の上野西大手町に室町時代の伊賀国守護仁木氏の居館がありましたが、

仁木氏が上野台地に居館を構えるようになった 1568（永禄 11）年頃から、上野台

地が政治の中心地となりました。 

 

② 上野城築城以後 

1585（天正 13）年閏 8月、筒井定次は、豊臣秀吉の命により大和国から転封され

伊賀国を統治することになり、上野城の築城に取り掛かりましたが、上野城の築城

は、天正伊賀の乱で荒れ果てた平楽寺・薬師寺の跡地が選ばれました。ここは、上

野台地の先端部に当たる要害の地であり、木津川・柘植川・服部川の合流点に近く、

河川に沿って発達した街道の結節点にもあたり、城郭の立地としては最適でした。 

  また、1608（慶長 13）年８月、藤堂高虎が伊予国から転封となり伊賀国に入国し、

筒井氏が築いた城を拡張して上野城と城下町を建設しました。 

  なお、現在の市役所・西小学校・上野高校の敷地は、「扇の芝」と呼ばれた空閑

地、崇広中学校の敷地は、武家屋敷（のちに藩校崇廣堂となる）、市役所前の道路

は、かつて「大名小路」と呼ばれた道で、その南側の伊賀鉄道沿線、上野市駅付近

は上級家臣の屋敷地でした。 

 

参考文献：伊藤真昭「第 7 章 近世社会の胎動」『伊賀市史 第 1 巻 通史編 古

代・中世』2011（平成 23）年 伊賀市 

(財)伊賀文化産業協会編『伊賀上野城史』1971（昭和 46）年 
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（２）南庁舎の現状 

現庁舎は、坂倉準三氏の設計によるものですが、建築後 48 年以上が経過してお

り、建築当時と比べると、市民サービスの質や業務量が大きく変化してきたことに

より、ロビーや執務室が手狭になってきています。また、躯体はもとより給排水、

衛生、電気設備等の老朽化が進み、維持管理経費も増大しているうえ、近年の情報

化対応にも支障をきたしています。更に、2005（平成 17）年度に実施した耐震診断

では、南庁舎、北庁舎ともに耐震基準を満たしておらず、大幅な補強が必要と診断

されました。 

 

【2005（平成 17）年度耐震診断結果】 

南庁舎 
桁行方向（Ｘ） 梁間方向（Ｙ） 

Is値 Is値 

３階 1.07 1.14 

２階 0.32 0.27 

１階 0.88 1.02 

 

建築年月 1964（昭和３９）年１２月 

構造（延床面積） 鉄筋コンクリート造３階建て 

（5,437.10㎡） 

総合所見 上表より診断のＸ、Ｙ両方向共、２階が Iso＞0.75 を満

足しない。指標値 Isを落としている要因としては、吹き抜

けによる形状指標の低下及び上下層の剛重比の変化、さら

に壁量が少ないことが原因である。 

ペントハウスは、耐震上の問題は無い。煙突は、地震時

に崩壊の恐れがある。３階床及びＲ階床を支える南北の片

持ち梁は、地震時に崩壊する恐れがある。正面玄関出入口

の庇は、地震時に崩壊の恐れがある。大きなガラス面を有

するため、ガラスフィルム貼り等の対策が必要である。 
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（３）南庁舎の近代建築としての価値 

  南庁舎（旧上野市庁舎・1964（昭和 39）年）は、北庁舎（三重県上野分庁舎・1963

（昭和 38）年・現存せず）、中央公民館（旧上野市公民館・1960（昭和 35）年・現

存せず）とともに、旧上野市における公共建築群の中心建物として完成されました。

これらの建築は、わが国のモダニズム建築※を戦前、戦後にわたって牽引し、国際

的にも高く評価された建築家・坂倉準三（1901～1969）の設計によるものです。 

戦後復興期を経て、高度経済成長期を迎えた 60 年代前半に整備されたこれらの公

共建築群は、戦後の近代建築の先駆的な試みとして、また、戦後民主主義を具現化

したシティセンターとして、わが国の建築文化、社会文化を語る上で重要な存在で

す。権威や象徴性を強調するのではなく、周辺環境との調和を重視した軽快で機能

的・合理的な建築デザイン、誰もが容易にアクセスできる開かれた公共空間の創出

を目指した配置計画・敷地計画が注目されます。 

なにより 50 年の長きにわたって、行政の中心施設として市民に親しまれ、地域

の環境と社会に貢献してきたシンボル的存在であることが重要です。 

  南庁舎の建築としての価値は、以下の二点にまとめることができます。 

 

① 坂倉準三の設計による公共施設群の中心建物であること 

  設計者である坂倉準三は、東京帝国大学文学部美術史学科を卒業したのち、近代

建築の巨匠ル・コルビュジエのアトリエで学び、帰国後の 1940（昭和 15）年、坂

倉建築事務所（南庁舎設計時は坂倉準三建築研究所）を設立しました。コルビュジ

エは世界中の建築家に大きな影響を与えましたが、日本人では坂倉がもっとも長く

コルビュジエのもとで薫陶を受けた建築家です。坂倉はコルビュジエの流れを汲み

つつも、わが国の風土を深く読み込んだ軽快で清々としたモダニズム建築を次々と

世に出すことで、日本の建築界に多大な貢献をしました。 

  南庁舎、北庁舎、中央公民館とともに、城山南麓に同時期に建てられた上野市立

西小学校（体育館のみ現存）、上野市立崇広中学校（現存せず）、城山公園内のレス

トハウスもまた坂倉が手がけています。これほど坂倉の建築が集積している事例は

他所にはみられず、それぞれの建築のみならず、全体の建築配置や空間構成におい

ても坂倉の設計思想が反映された場所として注目されます。地域と坂倉との強い信

頼関係のうえに完成された稀有な建築群といえます。 

  これらの中心建物として建てられた南庁舎は、坂倉が設計した庁舎建築のなかで

                         
※ モダニズム建築とは、19世紀以前の様式を批判し、市民革命と産業革命以降の社会の現実にあった建築をつく

ろうとする近代建築運動により生まれた建築様式です。 
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も、近代主義的デザインが素直に表現された建物として位置づけられます。 

 

② 環境との調和を重視した、すぐれたモダニズム建築であること 

  設計に際しては、城山と市街地の環境を有機的につなぐことが強く意識されまし

た。高さを抑え水平線を強調した建物とすることで、城山との調和、市街地への穏

やかな接続に成功しています。とりわけ南庁舎は、傾斜のある細長い敷地に建てら

れており、レベル差を生かした平面計画、環境に配慮したデザインが特徴です。 

東西面は 4.6ｍ間隔で規則的に並べられた壁柱が、外観にリズム感を与えるとと

もに、２階のボリュームを軽やかに支えています。南面では２階部分を片持梁で大

きく持ち出すことで、１階の階高の高さを意識させず、２階のみが宙に浮いている

かのように見せ、市街地側への圧迫感を軽減しています。 

内部は、1階南側の多くの市民が利用する部分は、天井高を 5.59ｍと大きくとる

ことで、明るく開放的な空間とするとともに、将来的な改変が可能な設計とされて

います。開放的な南側に対し、北側は土地のレベル差を吸収するため、床を上げて

標準的な階高とし、落ち着いた執務空間が配されます。２階は２つの中庭を取り囲

む日の字型平面とされ、中心に議場が置かれます。中庭まわりの廻廊と諸室の天井

を低く抑えることで、中庭との親密な関係をつくるとともに、水平方向への広がり

を内部においても感じることができる空間となっています。 

  戦後の厳しい経済状況にあって、南庁舎は驚くほどローコストで建てられました。

低い建築費を真摯に受け止め、安くて丈夫な材料が選択され、維持費もかからない

よう自然採光・自然換気をできるだけ取り入れるなど、さまざまな工夫が凝らされ

ました。たとえば中庭は、２階各室の通風と採光を意図したものであり、中庭のト

ップライトは１階、中２階への採光のために設けられています。 

南庁舎は、環境を最大限に考慮したデザイン、市民に親しみやすい空間など、戦

後の新しい庁舎建築に対する思想が明快に示されたモダニズム建築といえます。 

 

南庁舎は、伊賀市にとって重要な建築であると同時に、わが国の戦後を代表する

建築文化資産として内外から高く評価されています。2005（平成 17）年には、「旧

上野市役所をはじめとする五つの公共建築で成る建築群」が、日本建築家協会主催

の「JIA25 年賞」東海支部奨励賞を受賞しました。また、これまで複数の市民団体

や学術団体から、庁舎の保存活用要望書が提出され、タウンミーティングなどでも

市民から同様の意見があがっています。 

近年、国の文化財制度においても、登録有形文化財にとどまらず、重要文化財に
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指定される戦後建築が数を増しています。さらに世界に目を向けると、モダニズム

建築の評価と保存の動きが多くの国々で活発化しています。たとえば坂倉が師事し

たコルビュジエに関しては、フランス政府などが中心となって、世界中に存在する

コルビュジエの建築群を世界遺産に登録する準備が進行中です。坂倉を共同設計者

として、コルビュジエが唯一日本で手掛けた国立西洋美術館（1959（昭和 34）年・

重要文化財）も対象建物となっています。 

こうしたモダニズム建築をめぐる世界的な流れ、わが国の動向を考えるとき、南

庁舎の存在は、今後ますます注目されることが予測されます。 

 

参考資料：新建築社編『新建築』1965（昭和 40）年 9月、155～162頁 

      太田泰人／三本松倫代『建築家坂倉準三 モダニズムを生きる｜人間、

都市、空間』建築資料研究社、2010（平成 22）年、121～123頁 神奈川

県立近代美術館 
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（４）課題 

① 環境の共生、周辺との調和のある庁舎 

市の景観条例を遵守し、本市固有の自然、歴史、文化等を生かした個性豊かな伊

賀らしい景観まちづくりを市民、各種団体等と協働で進め、愛着と、誇りを持てる

「ふるさと伊賀」の実現に寄与する必要があります。 

また、現庁舎を改修する場合は、城下町の風景区域内であるため、城下町の街並

みを阻害しないよう配慮する必要があります。また、国史跡上野城への入口のラン

ドマークとしての景観の重要性、隣接する上野高校（県指定文化財）・崇廣堂（国

指定史跡）や上野西小学校・崇広中学校と連続する文化景観や教育施設群としての

重要性などに配慮しなければなりません。 

 

② まちづくりとの整合性 

2010（平成22）に策定した伊賀市都市マスタープランでは、都市づくりにおいて、

伊賀市の特徴である盆地という自然環境特性や、城下町や各種街道を軸とした歴史

資源、さらにはそれらと一体となった都市の姿を継承するとともに、その特徴を活

かしたさらなる住み良さを追求するため、市内及び近隣市との多様な連携と交流が

形成された持続可能な都市を目指すこととしています。 

また市では、城下町としての中心市街地が都市機能を増進させることが重要と考

えられており、第２期中心市街地活性化基本計画や(仮称)芭蕉翁記念館事業計画、

また都市計画や景観計画などとの整合性を図る必要があります。 

 

③ 財政負担への配慮 

庁舎に必要な規模や機能を具体的に検討するとともに、華美な要素を排除し、ム

ダを省いたコンパクトでスリムな市庁舎を目指し、建設に必要となる費用の抑制に

努めなければなりません。 

また、南庁舎の耐震改修を行う際は、改修方法が日々進化・多様化している中で、

なるべく財政に負担をかけず、かつ耐震計画の段階においても意匠的に優れた手法

の提案が必要です。設計者の選定においては、既存建築の特性などに十分配慮でき

るよう、プロポーザル方式などによる最適な手法を検討します。 
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Ⅱ 施設整備の考え方 

 

より良い市民サービスの提供、効率的な行政運営を図るために、庁舎整備の基本的

な考え方（基本理念）を設定し、それらに基づき庁舎整備計画の核になる具体的な整

備計画の考え方を示します。 

 

（基本理念）１ 市民に開かれた、誰もが使いやすい庁舎 

      ２ 市民の安全・安心な暮らしを支える防災拠点となる庁舎 

３ 伊賀市の歴史性や文化性、市民の誇りや愛着を受け継いでいく庁舎 

４ 社会情勢の変化に対応できる、長寿命で柔軟性の高い庁舎 

      ５ 環境にやさしい庁舎 

 

１ 市民に開かれた、誰もが使いやすい庁舎 

これからの庁舎は、市民参画の場として市民と行政を繋ぎ、交流を図る場としての

役割が求められます。そのため、まちづくりの中心として、更には市民が気軽に立ち

寄ることができる場となるよう、市民に開かれた庁舎を目指します。 

また、市民サービスの向上を重視した機能の充実を図るとともに、高齢者や障がい

のある人、妊産婦、子育て中の人や子ども、外国人など、出来るだけ多くの人が利用

可能なように、ユニバーサルデザイン※１の考えに基づいた庁舎を目指します。 

① ユニバーサルデザインの考えに基づいた庁舎とします。 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）や

三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例の整備基準と同等以上の施設

整備を行います。 

② 市民が利用しやすい庁舎とします。 

総合窓口やコンシェルジュ※２サービス等の導入について検討を行い、市民が利用

しやすい庁舎とします。 

③ 市民に開かれた庁舎とします。 

まちづくりの中心として市民が気軽に立ち寄ることができる庁舎となるよう、ロ

ビーや会議室の市民利用の可能性を検討します。 

                         
※１ ユニバーサルデザインとは、様々な立場の人たちが使いやすいように、はじめから「みんなのためのデザイ

ン」にするという考え方です。 
※２ コンシェルジュとは、フランス語で管理人のことで、そこから解釈を広げ、ホテルの宿泊客のあらゆる要望、

案内に対応する「総合世話係」というような職務を担う人の職名として使われています。 
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２ 市民の安全・安心な暮らしを支える防災拠点となる庁舎 

大規模災害の発生時には、設置された災害対策本部が救助や復旧・復興等に向けた

指示や指揮、情報の収集、伝達等災害復旧・復興活動を行うための中核施設としての

機能を発揮しやすい施設であることが庁舎として求められます。そのため、高度な耐

震性能、防火性能に加え、自立性、指揮中枢機能を備えた防災、災害復旧・復興の拠

点施設として、市民の安全･安心を守る役割を十分果たせる庁舎とします。 

① 災害対策拠点として、耐震性能の高い庁舎とします。 

② 災害対策拠点としての性能を確保します。 

・ 自家発電機設備を設置し、防災活動に支障がない計画とします。 

・ 非常食や薬品、防災用具などは、備蓄倉庫に保管します。 

・ 災害対策活動に必要な飲み水の確保、排水設備や電力、通信設備を確保します。 

 

３ 伊賀市の歴史性や文化性、市民の誇りや愛着を受け継いでいく庁舎 

現庁舎敷地に整備する場合、上野城や城下町などの歴史的景観や、隣接する文化的

景観の一角を担う上野高校（旧三重県第三尋常中学校校舎：県指定文化財）・崇廣堂

（旧藩校：国指定史跡）や、上野西小学校・崇広中学校の教育施設と連続する重要な

立地を活かし、市民の意識や愛着を踏まえた、市民が誇りを持てる庁舎とします。 

ただし、現庁舎敷地以外で整備する場合にも、伊賀市景観計画に基づき、歴史性や

文化性を重視した計画とします。 

 

４ 社会情勢の変化に対応できる、長寿命で柔軟性の高い庁舎 

市の定員適正化計画や支所・地区市民センターのあり方などを踏まえ、将来の行政

組織等の変化に対応できる柔軟性の高い庁舎とします。また、高度情報化社会に対応

した設備や執務スペースを備えた庁舎とし、執務環境の効率性を高めて、省力化・省

スペース化の追及により無駄の少ない庁舎とします。 

① 将来の変化への柔軟な対応と長寿命を実現する庁舎とします。 

ゆとりのある階高や荷重条件の設定、フリーアクセスフロアー※など、将来の変

化に柔軟に対応できるよう計画するとともに、維持管理のしやすい内外装及び設備

計画とし、末永く使える庁舎とします。 

② 効率的に業務が遂行できる庁舎とします。 

リフレッシュルームや収納スペースを適切に設置し、職場環境の向上を図ります。 

                         
※ フリーアクセスフロアーとは、基礎となる床と増設した床の間で、自由に配線・配管ができるよう２重にした

床のことです。 
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５ 環境にやさしい庁舎 

自然光、自然通気など自然エネルギーの有効利用や省エネルギー化、省資源化を積

極的に図ることで、地球環境に配慮した庁舎とします。 

① 環境負荷を低減させる手法を取り入れます。 

屋上緑化などの緑化対策、雨水の有効利用、日射による熱負荷を削減する方法を

検討します。 

LED 照明・高効率機器の採用、照明ゾーニング化により電力消費の抑制を図り、

省エネルギー化に努めます。 

② 自然エネルギーを積極的に利用します。 

太陽光発電の導入など、自然エネルギーの有効利用を検討します。 

免震構造とする際は、免震ピット層を利用した外気空調の採用を検討するなど、

空調エネルギーの縮減を図ります。 

自然採光を最大限に活かした調光照明を取り入れることで、電気エネルギーの削

減に努めます。 

③ 周辺の環境保全に努めます。 

周辺道路の交通渋滞を避けるため、敷地への出入口の位置を十分検討します。ま

た、敷地周辺の緑化にも努めます。 
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Ⅲ 規模算定 

 

１ 将来の職員数について 

今回の庁舎整備計画では、今後相当の長期にわたり使用することになるため、人口

や政策などによる職員数の変動が考えられます。そのため、職員数を特定することが

非常に難しいと思われますが、本庁舎の配置・規模については、別途市内部において、

行政組織のあり方について検討が行われました。 

① 行政組織見直しの内容 

・ 業務、組織に関する調査を実施し、庁内委員で検討 

・ 本庁で行うほうが効率的な業務と、支所で行うほうが有効なものを区分 

・ 本庁は、同一庁舎で業務を行うほうが有効、効率的な組織である。 

 ② 行政組織の方向性 

・ 広大な面積に対応するため支所を設ける。 

・ 住民への窓口サービスや地域振興業務の強化などを行う。 

・ 組織は極力スリム化、フラット化させ、支所長等の権限を充実させることによ

り、意思決定の迅速化を図る。 

③ 想定職員数 

新庁舎に入る部署の職員数（臨時職員含む）         約 511 人 

 

上記に特別職（三役）を加え、その他の職員の要素も総合的に含め、新庁舎に入る

人数の合計を 514人と想定しています。 

 

２ 庁舎の規模【別紙 資料１参照】 

庁舎規模を算出する方法は複数ありますが、一般的な算出方法である総務省「地方

債事業費算定基準」を参考にすると、庁舎延床面積は 15,350 ㎡と試算されます。市

では今後の行政のスリム化などを視野に入れ、庁舎のコンパクト化を図っていくこと

を前提に、庁舎規模は 15,000㎡を基本として今後の検討を進めていきます。 

また駐車場については、来庁者駐車場を約 200台以上確保することとし、駐輪場は、

庁舎建設地により多少変更はあるとしても、現状の駐輪台数 100台以上を確保する計

画とします。 
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Ⅳ 庁舎のあり方検討 

 

１ 庁舎整備計画検討委員会の設置 

2013（平成 25）年 12 月に庁舎整備計画を答申するにあたり、５月に市民の意見・

提案を反映させるため、市内の公共的団体の代表者や学識経験者、公募委員など 14

人で構成する伊賀市庁舎整備計画検討委員会が設置され、庁舎整備に係る諮問があり

ました。 

整備検討委員会では、現状の分析と課題を整理し、庁舎に必要な機能の検討等を行

い、また、庁舎整備計画策定の基礎資料とするため、庁舎整備に関する市民や住民自

治協議会へのアンケート調査を行いました。そして、いくつかの庁舎整備事例を提示

した中間案を作成し、市が開催する住民説明会等を通じてご意見等を得て、更なる検

討を重ねた上で計画を策定しました。

伊賀市庁舎整備計画検討委員会に諮問

候補地の洗い出し

市民アンケート実施

庁舎整備の組み合わせ事例

比較検討

中間案策定

庁舎整備計画答申

市民意見交換会

パブリックコメント

庁舎に必要な
機能の検討

既存庁舎等の
利活用

（庁舎の整備に関すること） （庁舎の機能に関すること）

本庁に必要な
職員数

【庁内検討】

【策定の流れ】
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２ 候補地選定の方針 

候補地については、次の課題を考慮に入れながら選定します。 

また、計画敷地は、市庁舎ゾーンと駐車場ゾーンを明確に分け、市民や職員にとっ

て利用しやすい配置計画とします。 

① 配置計画 

  庁舎の位置や建物形状、方位等に配慮し、環境負荷の低減に努めます。 

 周辺環境との調和に配慮した計画とします。 

 

② 庁舎規模 

 庁舎の規模は、総務省「地方債事業費算定基準」を基に、本庁に必要な職員数

を算出し、一人当りの基準面積 4.5㎡で計算した結果 15,000 ㎡とします。 

 

③ 駐車場 

 来庁者用駐車場は 200台を確保します。 

 公用車駐車場は、来庁者駐車場と区分します。 

 来庁者の利便性や道路からの入りやすさに配慮した計画とします。 

 周囲の交通状況の影響の少ない位置に出入口を計画します。 

 

④ 防災 

 超巨大地震やその他災害にも耐えうる防災拠点となるよう計画します。 

 

⑤ 市民サービス 

 広い窓口部門や総合案内所を計画します。 

 市民がスムーズな手続きが出来るよう、総合窓口サービスを計画します。 

 

⑥ 行政運営 

 行政組織の変更など、将来計画に柔軟に対応できるオープンフロアを確保した

計画となるよう配慮します。 

 各課同士のスムーズな連携により、市民ニーズに迅速に対応できる計画としま

す。 

 

⑦ 建築・文化 

 現在地に計画する場合は、歴史的景観を損なわない計画とします。 
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 市民に長く愛される庁舎を目指します。 

 伊賀市景観計画に基づき、歴史性や文化性、地域特性などを重視した計画とし

ます。 

 

⑧ 立地 

 高齢者や障がいのある人など、生活上の困難を抱える人たちに可能な限り対応

できる環境を提供すべく、ユニバーサルデザインの考えに基づく立地とします。 

 敷地内通路は歩車道の分離を徹底し、来庁者の安全性を確保する計画とします。
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３ 庁舎整備計画検討委員会における審議 

 

第１回検討委員会（５月 28日） 

  ○委員の委嘱（学識経験者や公共的団体の代表、公募など 14 人） 

○庁舎整備計画策定スケジュールを確認 

○市民アンケート内容を審議 

 

第２回検討委員会（６月 27日） 

  ○庁舎整備の現状分析と課題を確認 

  ○各支所の耐震診断結果を確認 

  ○庁舎に必要な機能について協議 

  ○候補地の検討 

  （候補地）・現市役所敷地 ・土地開発公社保留地２件 ・旧桃青中学校 

 ・ハイトピア伊賀 ・上野ふれあいプラザ 

 

第３回検討委員会（７月 22日） 

  ○庁舎に必要な機能について検討 

○アンケート調査結果の報告 

○庁舎整備の検討に向けた本庁に必要な職員数の報告 

  ○庁舎整備候補地と庁舎整備組み合わせ事例の検討 

（庁舎整備の組み合わせ事例） 

①南庁舎を改修し、敷地内に不足部分を新築 

②南庁舎を改修し、不足分は他の場所に新築 

③南庁舎を改修し、不足部分は他の場所にある既存施設を利用 

④南庁舎を別の用途で使用しながら敷地内に新築し、不足分は他の既存施設を

利用 

⑤現在地に全面新築 

⑥新しい場所に新築 

 

前回の候補地から市営城北駐車場、三重県伊賀庁舎隣接地及び庁舎の一部スペ

ース、県立ゆめドームうえの西側民有地を追加して、比較検討を行いました。 

また、組み合わせ事例についても検討を行い、アンケート調査結果も踏まえ、

次回から意見の多かった①・③・⑤・⑥に絞って検討を進めることとしました。 
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 第４回検討委員会（８月８日） 

○候補地の比較検討 

○庁舎整備計画中間案（素案）の確認 

  （庁舎整備案） 

① 南庁舎を改修し、敷地内に不足部分を新築（現市役所敷地） 

③ 南庁舎を改修し、不足部分は他の場所にある既存施設を利用（現市役所敷

地＋各支所等市有施設数箇所） 

 ⑤ 現在地に全面新築（現市役所敷地） 

 ⑥-1 新しい場所に新築（土地開発公社保留地） 

 ⑥-2 新しい場所に新築（三重県伊賀庁舎隣接地） 

 ⑥-3 新しい場所に新築（県立ゆめドームうえの西側民有地） 

 

前回絞り込んだ４つの組み合わせ事例と庁舎整備候補地から、６つの庁舎整備

案について比較検討を行いました。 

その結果、③は、今後長期間本庁機能が分散することによって、市民サービス

と効率的な行政運営が著しく低下するため、また、⑥-1は、洪水ハザードマップ

による浸水地域であり、災害対策本部としての機能を果たすことができないため

除外することとしました。 

 

第５回検討委員会（８月 29日）【別紙 資料２参照】 

○庁舎整備案の比較検討 

○庁舎整備計画中間案（案）の検討 

  （庁舎整備案） 

 Ａ案 南庁舎を改修し、敷地内に不足部分を新築 

 Ｂ案 現在地に全面新築 

 Ｃ案 新しい場所に新築（三重県伊賀庁舎隣接地） 

 Ｄ案 新しい場所に新築（県立ゆめドームうえの西側民有地） 

 

庁舎整備案について、立地条件・アクセス、市民サービスなどの項目について

検討を行いました。 

また、庁舎整備計画中間案（案）の検討を行い、文言修正や委員会のこれまで

の審議の経緯について、フローチャート図を用いて分かりやすくまとめるなどの

意見があり、これらの意見を反映して、市に中間案を報告することとしました。 
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第６回検討委員会（10月 31日）【別紙 資料３参照】 

  〇パブリックコメント及び意見交換会の実施結果について報告 

  〇庁舎整備案について検討 

 

   ９月 18 日から 10 月 18 日の期間で、市が実施したパブリックコメント及び、

同時期に計 11 回開催した市民意見交換会において、市民の方から出された庁舎

整備計画中間案に対する意見や提案の報告を受けました。 

   また、４つの庁舎整備案の比較検討を行い、Ａ案：南庁舎を改修し、敷地内に

不足部分を新築と、Ｃ案：新しい場所に新築（三重県伊賀庁舎隣接地）の２つに

絞り込みました。 

 （Ａ・Ｃ案に対する委員の主な意見） 

Ａ案：公共交通機関によるアクセスが良い。 

   歴史的価値のある南庁舎は保存すべき。 

   コスト面で一番安価であるが、更なるコスト削減をして欲しい。 

Ｃ案：交通アクセスを市全体で考えると、名阪国道に近く有利。 

   県伊賀庁舎と隣接していることに優位性がある。 

   南庁舎は、まちなかの観光や文化を活性化できるものに利活用すべき。 

 

第７回検討委員会（11月 19日） 

  〇候補地の比較検討 

  〇南庁舎利活用計画の検討 

 

   前回絞り込んだＡ案・Ｃ案について、比較項目を増やした庁舎整備案比較表（２

案比較）により、更なる検討を行いました。 

また、Ｃ案とした場合の南庁舎の利活用案についても協議を行いましたが、施

設観光での集客は難しいという意見や、この地域のあり方をどのように考えるの

かという大きな枠組みの方針であったり、南庁舎を転用する場合に求められる機

能や、市民サービス面では何が必要であるかなど、検討プロセスをしっかり踏ま

ないといけないという意見がありました。そして協議の結果、活用案が具体的す

ぎると将来の検討の方向性を狭めてしまうことから、イメージ程度にとどめるこ

ととしました。 

   また、南庁舎の利活用における設計者の選定ついては、既存建築の特性などに

十分配慮できるよう、プロポーザル方式などによる最適な手法を採用することが

必要であるということが確認されました。 
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庁舎整備案比較表（２案比較） 

項目 Ａ案 南庁舎を改修し、敷地内に不足分を新築 Ｃ案 新しい場所に新築（三重県伊賀庁舎隣接地） 

駐車場 ・敷地内に公用車及び職員用駐車場が確保できない ・敷地内及び敷地周辺で駐車場を確保することができる 

耐震性 ・新庁舎は、新耐震基準及び重要度係数 1.5以上、かつ免震構造等の採用

を検討しており耐震性は十分に確保される 

・南庁舎は、耐震補強を行い、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 18 の部分及び中性化によ

る劣化部分には再アルカリ化等の改修を実施することで、耐震性を確保

する 

・新庁舎は、新耐震基準及び重要度係数 1.5以上、かつ免震構造等の採用

を検討しており耐震性は十分に確保される 

建築・文化 ・日本を代表する近代建築の設計者である坂倉準三が設計した既存南庁舎

を残すことができる 

・日本を代表する近代建築の設計者である坂倉準三が設計した既存南庁舎

を残すことができる 

・伊賀市景観計画に基づき、歴史性や文化性を重視した庁舎とすることが

できる 

防 災 ・伊賀市防災マップにおいては、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、

地すべり危険箇所、活断層及び推定活断層の対象外である 

・平成 24 年 1 月に庁舎敷地で実施した地質調査において、水平加速度

150gal～350gal では液状化発生の可能性は低いと判断されている。た

だし、文献によると調査地付近において液状化発生の履歴が存在するた

め、大規模地震時には液状化発生の可能性が考えられる 

・伊賀市防災マップにおいては、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、

地すべり危険箇所、活断層及び推定活断層の対象外である 

・三重県上野庁舎移転工事（四十九町地内）に伴う地質調査報告書（平成

2 年 3月）によると、建築物設計の基礎資料として、地層構成及び地盤

土性を把握すること（＝Ｎ値 60以上の支持層を探ること）を目的とし、

液状化指数ＰＬ値等を得るための調査は行われていないが、調査結果か

ら、ﾘﾊﾞｰｽ工法による場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭を支持層である鮮新世の固結ｼﾙ

ﾄ層に 2ｍ程度余分に杭長を見込んでおけば、SRC７階建ての重量建築物

の支持力には全く問題が無いと報告されている 

・災害発生時の市災害対策本部と県（県災害対策本部伊賀地方部）の連携

や情報共有等において、一層の強化・円滑化を図ることができる 

立地条件 

アクセス 

・伊賀鉄道「上野市」駅、三重交通バスターミナルの北側に隣接しており、

公共交通機関よるアクセスはよい 

・敷地及び周囲には、上野公園に向かってやや登り勾配がある 

・国道 25 号等、周辺道路の交通停滞が見受けられるため、車でのアクセ

スに課題がある 

・伊賀鉄道「桑町」駅の南東直線距離約 700ｍに位置している 

・人口重心地に近い 

・車でのアクセスは良いが、公共交通機関でのアクセスに課題がある（コ

ミュニティバスの停留所はあるが、本数が少ない） 

市民サービス ・本庁機能を同一敷地に配置できるため市民サービスが確保できる 

・新庁舎の低層階に分かりやすく使いやすい窓口を確保することができる 

・既存南庁舎には耐震補強で壁等の設置が必要なため、窓口部門以外の部

署を配置する 

・本庁機能を集約配置するため市民サービスは確保される 

・県庁舎と隣接しているため、県と市双方の行政サービスを受ける場合に

おいて利便性が高い 

・低層階に分かりやすく使いやすい窓口を確保することができる 

行政運営 ・本庁機能を同一敷地に配置できるため効率的な行政運営が可能となる ・本庁機能を集約配置するため効率的な行政運営が可能 

・県庁舎と隣接しているため効率的な行政運営が可能 

南庁舎の 

利活用 

・庁舎として改修することで、当初の景観・意匠を保持することができる ・市民や観光客のための歴史文化施設や集客施設などの複合施設として 

改修することによって、観光・文化の拠点施設とすることができる 

・施設の複合化により、単独施設の整備費や施設の維持管理経費の削減を

図ることができる 

まちづくり ・中心市街地としての都市機能を増進させることが重要と考えられてお

り、賑わいのあるコンパクトシティを目指すことができる 

・県伊賀庁舎隣接地に市役所が移転することにより、伊賀警察署、ハロー

ワークなど、行政機能を集約した地域とすることができる 

・南庁舎を市民や観光客のための歴史文化施設や集客施設として改修する

ことで、上野城を中心とした、旧小田小学校、崇廣堂、上野高校など、

連続する文化景観や教育施設群を形成することができ、市の歴史文化遺

産として情報発信し、誘客を図ることで、伊賀市の特性を生かした魅力

あるまちづくりを目指すことができる 

工事期間中 

の対応 

・近隣住民に対する騒音・振動等の影響が大きい 

・来庁者用駐車場の確保が困難になる 

・新庁舎が整備されるまでは、南庁舎で市民サービスを提供することがで

きる 

インフラ整備 ・公共交通機関は完備されている ・行政バスを増便するなど、新たなバスターミナルの検討が必要となる 

・周辺道路の歩道整備が必要となる 

維持管理 ・庁舎が２棟に分かれると、それぞれに空調等インフラ設備が必要となる 

・庁舎が２棟に分かれると、一元管理が困難となりセキュリティに課題が

生じる 

・庁舎の一元管理ができるため、適正な維持管理が見込まれ、セキュリテ

ィも確保することができる 

工 期 ５７ヶ月 ４７ヶ月 

コスト ５８５千万円 

・南庁舎を改修することにより、他の案より安価で整備できる 

６２４千万円 

・県庁舎に隣接して整備することにより、市・県の庁舎機能（駐車スペ

ース、会議スペース）について、一定の範囲内での相互補完が可能になる

と考えられることから、これによって整備費の縮減に繋げることができる 
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第８回検討委員会（12月３日） 

  〇庁舎整備計画（答申案）の検討 

 

   庁舎整備計画（答申案）について協議を行い、まず、Ⅳ章について、第７回検

討委員会の協議内容の修正を求めるとともに、検討に使われた庁舎整備案比較検

討表（２案比較）を資料編ではなく本文に掲載することとしました。 

次に、Ⅶ章の南庁舎の利活用について、前回に引き続き協議を行いました。Ａ

案・Ｃ案それぞれに対する利活用案について意見が出されましたが、具体的な検

討は、専門知識を持った委員等で構成する検討委員会などによって審議すること

が必要であり、今回の庁舎整備計画では踏み込んだ内容は記述しないこととしま

した。 

また、Ａ案・Ｃ案どちらで庁舎整備をする場合であっても、南庁舎は保存して、

活用することを全会一致で確認しました。 

   最後に、会長・副会長を除く全委員に庁舎整備案に対する考えを確認したとこ

ろ、Ｃ案の意見が多かったものの、Ａ案を評価する意見もあり、また、Ａ案、Ｃ

案のいずれか一案に絞り込むには、伊賀市の他の事業やまちづくりの方針など、

将来像とのすり合わせが不可欠であり、さまざまな可能性を考慮してＡ案・Ｃ案

の両論併記で答申することを委員会として確認しました。なお、両論併記につい

てはＡ案を推す委員、Ｃ案を推す委員からも異論はありませんでした。 
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Ⅴ 市民意見の聴取 

 

１ 庁舎整備に係るアンケート調査の実施 

（１）調査目的 

2013（平成 25）年６月に行った庁舎整備に係るアンケート調査の目的は、市民に

対する、庁舎整備に関する意見等を把握するため、住民自治協議会並びに市民アン

ケート調査を実施し、庁舎整備計画策定の為の基礎資料とする事が目的である。 

 

（２）調査期間 

 ① 市民 

  2013（平成 25）年６月 14日（金）から 2013（平成 25）年７月１日（月）まで 

 ② 住民自治協議会等 

2013（平成 25）年６月 14日（金）から 2013（平成 25）年７月 16日（火）まで 

 

（３）調査対象 

① 市民         

住民基本台帳（満 18 歳以上）から各支所を単位とした地区別の人口に応じて無

作為に抽出した者 

 

② 住民自治協議会等 

38協議会、八幡町自治会 

 

（４）調査件数 

① 市民       1.伊賀市の人口から算出される必要標本数 1,111件 

                    （必要標本数を求める算式による） 

           2.アンケート回収率（見込み）：50％ 

1と 2より必要発送件数 2,222件 

 

② 住民自治協議会等 39件 
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２ アンケート結果による分析 

（１）アンケート調査結果【別紙 資料４－１、４－２参照】 

（庁舎整備の方法）

アンケート回答数
市民（1183件）

住民自治協等（39件）

【現在地】
市民（864件　73％）
住民自治協等（18件　46％）

本庁の場所は、どこが良
いと思われますか？

【新しい場所】
市民（280件　24％）
住民自治協等（21件　54％）

新しい場所に整備する
場合、どの方法が良いと
思われますか？

現在地に整備する場合、
どの方法が良いと思われま
すか？

⑥新築
市民（205件　73％）
住民自治協等（21件　100％）

⑦既存施設活用
市民（60件　22％）
住民自治協等（0件　0％）

①南庁舎を改修し、敷地内に
不足分を新築
市民（442件　51％）
住民自治協等（6件　33％）

②南庁舎を改修し、不足分は
他の場所に新築
市民（24件　3％）
住民自治協等（0件　0％）

③南庁舎を改修し、不足分は他の
場所にある既存施設を利用
市民（207件　24％）
住民自治協等（1件　6％）

④南庁舎を別の用途で使用しながら敷地内に新築し、
不足分は他の場所にある既存施設を利用
市民（50件　6％）
住民自治協等（0件　0％）

⑤その他（現在地に全面新築他）
市民（125件　14％）
住民自治協等（11件　61％）
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（２）アンケート調査結果から見える庁舎整備案 

アンケート調査で提示した６つの整備方法について、対応可能と考えられる市有

地や市有施設などの候補地を当てはめて検討を進めました。 

① 南庁舎を改修し、敷地内に不足部分を新築 

 

② 南庁舎を改修し、不足分は他の場所に新築 

・土地開発公社保留地 

・県立ゆめドームうえの西側隣接地 

・県伊賀庁舎及び隣接地 

 

③ 南庁舎を改修し、不足分は他の場所にある既存施設を利用 

・ふれあいプラザ 

・ハイトピア伊賀 

・阿山支所 

・島ヶ原支所 

・大山田農村環境改善センター 

 

④ 南庁舎を別用途で使用しながら敷地内に新築し、不足分は他の既存施設を利用 

・ふれあいプラザ 

・ハイトピア伊賀 

・阿山支所 

・島ヶ原支所 

・大山田農村環境改善センター 

 

⑤ 現在地に全面新築 

 

⑥ 新しい場所に新築又は既存施設を改修して移転 

・土地開発公社保留地 

・県立ゆめドームうえの西側隣接地 

・県伊賀庁舎及び隣接地 

※南庁舎は観光集客、歴史文化施設等への利活用を検討する。 
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３ 市民意見交換会で出された庁舎整備案に対する意見【別紙 資料５参照】 

2013（平成 25）年９月 25日から 2013（平成 25）年 10月 18日の期間で、伊賀市庁

舎整備計画中間案に関する市民意見交換会が 10地区 11回開催され、延べ 653人の方

の参加がありました。意見交換会では、庁舎整備の規模算定や庁舎機能の考え方につ

いて説明するとともに、庁舎整備案として、Ａ案：南庁舎を改修し、敷地内に不足分

を新築、Ｂ案：現在地に全面新築、Ｃ案：新しい場所に新築（三重県伊賀庁舎隣接地）、

Ｄ案：新しい場所に新築（県立ゆめドームうえの西側民有地）の４つの候補地につい

てご意見をお聞きし、それぞれの案に対して賛成・反対、多くのご意見をいただきま

した。 
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４ 「伊賀市庁舎整備計画中間案」に対するパブリックコメントの実施結果 

（１）市民意見募集（パブリックコメント）の実施概要 

① 意見募集対象 

  「伊賀市庁舎整備計画中間案」 

② 意見募集期間 

  2013（平成 25）年 9月 19日（木）から 2013（平成 25）年 10月 18日（金） 

③ 公開方法 

 ・ 管財課窓口、各支所振興課窓口、各地区市民センターで閲覧 

 ・ 市ホームページに全文掲載（PDFダウンロード） 

 ・ 広報いが市（９月１５日号）にて募集情報提供 

 ・ ケーブルテレビにて募集情報提供 

④ 意見提出方法 

 持参、郵送、E メール、ファックス 

 

（２）意見募集の結果 

① 意見提出者数及び意見の件数 

意見提出者数 意見の件数 

５５人 １０４件 

② 意見の提出方法 

提出方法 人 数 

持      参 ５人 

郵      便 ３人 

Ｅ メ ー ル １０人 

フ ァ ッ ク ス １０人 

意見交換会開催時 ２７人 
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Ⅵ 機能空間の考え方 

 

「Ⅱ 施設整備の考え方」に基づき、庁舎の機能空間について具体的に検討します。 

  

１ 窓口機能（窓口、待合空間、総合案内など） 

 窓口はできるだけ低層階に集中させ、総合的な行政サービスの拠点としてわか

りやすく、使いやすく、親しみやすい空間とします。 

 市民が利用しやすく、機能的・効率的で安全に配慮した配置形態とします。 

 【窓口・待合ロビー】 

 窓口を配置する階は開放的で見通しの良いものとし、全体をわかりやすい配置

とします。 

 関連した手続きが同一窓口でできる総合窓口システムの導入を検討します。 

 初めて来庁する人にとっても、わかりやすい動線計画とします。 

 ロビーや待合スペースは、十分な広さとゆとりのある計画とします。 

 土日、夜間の窓口一部開庁に対応した配置を検討します。 

【相談室・相談スペース】 

 用途に応じた相談室等を設け、プライバシーの保護に配慮します。 

 相談スペースは利用者が落ち着いて相談できるよう配慮します。 

 カウンターについたてを設置することや、遮音に配慮した相談室等、相談の内

容に応じてプライバシーを確保します。 

【総合案内・案内サービス】 

 来庁者にとってわかりやすい総合案内板（多言語対応、電子案内板など）を設

置します。 

 高齢者、障がい者等に配慮し、コンシェルジュサービスの導入を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○模式図 

窓口カウンターのイメージ（Ｎ市役所事例） 
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２ 事務機能（執務空間、部署特有空間、打合せ空間、会議室、書庫など） 

機能的で効率的な行政運営の実現を目指し、働きやすく、将来の変化に柔軟に対応

可能な環境とします。 

 

【執務空間】 

 訪れた市民に職員の業務の様子が見えるよう、また、職員からも来庁者の姿が

確認できるよう、できるだけ開放的な執務室を計画します。 

 各部署の配置は、関連部署との連携がとりやすい配置とします。 

 フリーアクセスフロアーなど、ＩＴ化に沿った配線などが自由にできる構造と

し、将来に向けた情報通信網の整備に対応できる計画とします。 

 柔軟性の高い座席配置が可能な空間とし、将来の組織変更、高度情報化社会の

進展や事務システムの変化にも適応できる計画とします。 

 執務室の効率性を確保するため、部署ごとに調整できる空調方式の導入や、業

務に応じた照明機器の設置、職員数に応じた執務スペースの確保等を検討しま

す。 

 執務室と廊下との間仕切は移動可能なローカウンターを基本として、視認性が

確保できる計画とします。 

【会議室・打合せスペース】 

 利用人数や目的に応じ、適正規模の会議室を配置し、パソコンを使用した研修

や会議にも対応できる計画とします。 

 大会議室は、移動間仕切りにより柔軟性の高い空間利用が可能な計画とします。 

 間仕切により、分割できる会議室を設けることで、期日前投票や大量発送業務

などに柔軟に対応できる計画とします。 

 日常的に必要な打合せスペースは、各執務

室との効率利用が図れる配置とします。 

 プライバシーに配慮した相談室を設置し

ます。 

 聴覚障がい者の使用に配慮した会議室の

設置についても検討します。 

【福利厚生諸室】 

 職員の健康増進及び円滑な職務遂行のための、福利厚生施設を設置します。 

 将来的な職員数の変化を考慮した適正規模の更衣室とリフレッシュコーナー

を設置します。 

打合せスペースのイメージ（Ｎ市役所事例） 
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【書庫・収納スペース】 

 資料や器材を保管できる収納スペースを配置します。 

 視認性や開放性に配慮しつつ、ローキャビネットや天井までの壁面収納を使い

分け、効率的な収納スペースを確保できる計画とします。 

 重要書類や、市民のプライバシーに関する個人情報について、徹底した管理が

図れる計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 執行機能（市長室など） 

市政の拠点として、迅速な指示が行える環境とします。 

 

【執行室】 

 関連部署との連携がとりやすい配置とします。 

 来客用の待合スペース（ロビー）を設置します。 

 市長室など、市外からのお客様を迎える場所では、伊賀市の文化や特性を活か

し、地域間交流が図れるよう配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○模式図 

○模式図 

執務空間のイメージ（Ｎ市役所事例） 

応接室のイメージ（Ｍ町役場事例） 
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４ 議会機能（議場、議会関連空間） 

意思決定の最高機関として独立性を保つとともに、市民が気軽に議会を傍聴できる

よう配慮するなど、市民に開かれた議会を目指します。 

議会活動が円滑に実施できる機能を備え、利用しやすい環境となるよう配慮します。 

 

【議場】 

 議会空間への動線に配慮し、傍聴席は障がいの有無に関わらず、誰もが見やす

く、聞きやすく、出入りしやすい計画とします。 

 車いす使用の議員への対応にも配慮します。 

 議会情報の閲覧や談話が可能なロビーを設置します。 

【傍聴席】 

 傍聴席は、傍聴者が全体を見渡せるように工夫し、議席の距離が近くなるよう

に配置します。 

 車いす使用者スペースや通路幅を十分に確保して、全ての人が参加できるよう

に配慮します。 

【委員会室】 

 議場・委員会室については、閉会時など議会運営に支障のない範囲内で市民等

が利用できるよう検討します。 

 委員会室は休会中等、議会の利用がない時に、他の用途に利用できるレイアウ

トや配置を検討します。 

【その他諸室】 

 ロビーなどで本会議や委員会等の様子をモニター中継したり、インターネット

配信したりするなど市民が気軽に傍聴できる方法を検討します。 

 ○模式図 

議場のイメージ（Ｍ町役場事例） 
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５ 防災機能（災害対策本部など、災害発生時の対応が可能となる空間） 

大規模災害発生時に対応できる防災拠点としての機能を備え、有効かつ確実にその

機能を発揮できる計画とします。 

  

【構造・機能配置】 

 庁舎整備候補地の立地条件により異なりますが、敷地の地盤状況や、周辺道路

等の立地特性を十分に把握し、災害や地震時でも、庁舎防災機能が迅速に機能

できる計画とします。 

 新庁舎は新耐震基準および、重要度係数 1.5以上の耐震性が確保される計画と

します。 

 免震構造等の採用を検討します。 

 災害時の指示拠点となる防災対策室は、会議室などとの兼用を検討します。 

 外壁・窓ガラス・書庫・書棚など、災害時の破損・落下防止対策を図ります。 

【設備】 

 非常電源設備（自家発電機設備）を設置します。 

 災害時も機能することが可能な電気・機械設備の設置場所について配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○模式図 

防災対策本部のイメージ（Ｍ町役場事例） 
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６ 市民機能（ロビー、食堂・売店、情報公開コーナー、生活利便施設など） 

市民が気軽に訪れ、新たな交流が生まれるような明るく快適な空間とします。 

市民に開かれた空間の確保に配慮し、夜間･閉庁日の市民利用を検討します。 

  

【市民協働・交流スペース】 

 市民が気軽に庁舎を訪れ、そこで新たに人と人との交流が生まれるような市民

に開かれたスペースの導入を検討します。 

 誰もが訪れやすく、使いやすい配置、動線計画とします。 

 閉庁時の会議室の市民利用を考慮し、守衛室から会議室までの動線に配慮しま

す。 

 市民交流コーナーや情報コーナーを設け、ＩＴを活用した情報の受発信ができ

るスペースを確保します。 

 地場産業のＰＲ機能を兼ねた観光物産の展示・販売スペースの設置を検討しま

す。 

 市の多様な魅力、歴史的・文化的な特徴や観光情報、市政やイベントなどのＰ

Ｒスペースを設置します。 

 各種市民団体や自治組織の支援窓口として、協働のまちづくりを進められる活

動拠点の配置を検討します。 

【情報スペース】 

 来庁者の行き来が多い場所に、行政情報等を提供する電光掲示板による画像・

映像表示装置の設置を検討します。 

【その他機能・利便施設】 

 授乳室や多目的トイレ、キッズスペース等の設置を検討します。 

 金融機関等の窓口や ATMコーナーを充実させ、利用者の利便性を高める計画と

します。 

 来庁者などが利用しやすい位置に、食堂・売店等の設置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

○模式図 

交流広場イメージ（Ｓ市役所事例） 
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７ 出先機関との連携機能 

各支所、各住民自治協議会等の地域拠点施設と本庁が連携し、一体となった行政運

営が実現できる機能を計画します。 

 

【出先機関との連携】 

 本庁舎と各支所、または自治協議会との情報共有やコミュニケーションの向上

を図るための日常的な打合せスペースや会議室などの設置を検討します。 

 

８ 駐車場等 

駐車場等においては、市民にとって使いやすく、訪れやすいまた誰もが安全でアク

セスしやすい計画とします。 

 

【駐車場】 

 安全で利便性の高い効率的な配置計画とします。 

 来庁者用と公用車用と職員用は明確に区画する計画とします。 

 車いす利用者用等の駐車スペースは、屋根付きとし、エントランス等の出入口

付近に設置します。 

【駐輪場・バイク置き場】 

 出入口付近の利便性の高い位置に設置し、屋根付きとします。 

 バイク置き場や自転車置き場は、安全に配慮し切り離す計画とします。 

 来庁者用と職員用は区分する計画とします。 

 

 

 

駐車場のイメージ（Ｉ市役所事例） 

 

駐輪場のイメージ（Ｃ区役所事例） 
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Ⅶ 既存庁舎等の利活用 

 

１ 支所等の利活用 

（１）５支所の活用方法 

市において、行政組織・機構の見直しが行われ、支所本来の目的である住民活動

の支援や地域住民に直結する窓口サービスの充実や、地域振興の強化などの方向性

が示されました。 

整備検討委員会では、支所機能の更なる充実を求めるとともに、建物について、

耐震診断の結果に基づきそのまま引き続き支所として使えるもの、耐震改修をして

使い続けるもの、倒壊の危険性があるため支所機能を別の建物に移して取り壊すも

のの仕分けを行いました。 

 

（２）支所の現状と今後【別紙 資料６参照】 

【伊賀支所】 

耐震診断の結果、倒壊する危険性があることから、近隣のふるさと会館いがに支

所機能を移して継続させ、古い建物は将来的には取り壊すことが考えられます。 

【島ヶ原支所】 

耐震補強する必要が無いため、現在の建物をそのまま今後も使い支所機能を維持

していくことができます。 

【阿山支所】 

建築年数が新しく、まとまった面積を確保できるため、2010（平成 22）年度に耐

震改修工事を実施し、現在は一時的に本庁機能の一部が移転しています。長期的に

は、支所機能を同じ敷地にある阿山保健福祉センターに移転して維持していくこと

が考えられます。 

【大山田支所】 

耐震診断の結果、倒壊する危険性があることから、隣接する大山田農村環境改善

センターや、大山田保健センター等に支所機能を移し、古い建物は将来的には取り

壊すことが考えられます。 

【青山支所】 

耐震診断の結果、倒壊の危険性があることから、支所として使い続けるためには、

耐震補強をする必要があります。支所と青山公民館は一体となった構造のため、公

民館の空きスペースに支所機能を移し、建物の維持管理経費を削減しながら空きス

ペースとなる現在の支所部分の有効活用を検討していく必要があります。 
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２ 南庁舎の利活用 

（１）南庁舎利活用における検討 

Ａ案：南庁舎を改修し、敷地内に不足分を新築、Ｃ案：新しい場所に新築（三重

県伊賀庁舎隣接地）のどちらの庁舎整備案であっても、南庁舎の近代建築としての

価値を認めて保存・活用することについては、委員全員が合意に至りました。 

よってＡ案であれば庁舎として、Ｃ案であればその他施設として利活用すること

とします。 

なお、Ｃ案における南庁舎の利活用については、市民アンケートでも意見の多か

った、さまざまな情報発信機能を備えた観光施設や、美術館・資料館などの歴史文

化施設、更には、多機能な複合施設利用も見据えた図書館や市民サービス機能を持

った施設とする案など、どのように活用すれば観光資源のたくさんあるまちなかが

活性するのかという検討も行いましたが、将来の利活用計画の選択肢を狭めてしま

う可能性があるとして、本検討委員会は具体的な案の提示は控えることとしました。 

 

（２）南庁舎利活用計画の策定について 

今後、本格的に南庁舎利活用計画を策定する際は、専門知識を持った委員等で構

成する検討委員会などによる検討が必要です。また、設計者の選定においては、既

存建築の特性などに十分配慮できるよう、プロポーザル方式などによる最適な手法

を採用することで、南庁舎が多様な用途に利用できるよう努める必要があります。 
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Ⅷ 事業計画 

 

１ 事業費と財源 

今後、策定する基本設計・実施設計の中で、事業費についても積算することになり

ますが、庁舎整備は、華美な要素を排除し、ムダを省いたコンパクトでスリムな市役

所を目指し、建設に必要となる費用の抑制に努めていきます。 

また、通常庁舎整備に際しては国・県等の補助制度はありませんが、伊賀市では合

併特例債を利用することを予定しています。合併特例債は、その対象事業費の 95％に

財源として充てることができるうえ、元利償還金の 70％が普通交付税に算入されます。 

なお、特例債といえども、後年度に負担を伴うことになりますので、部分的にでも

補助制度が活用できる整備方法を検討するなど、できるだけ財政に負担をかけない努

力をしていく必要があります。 

 

２ 事業手法 

（１）事業手法の検討 

公共施設の建設に係る事業手法としては、近年、施設の設計・建設から維持管理、

運営にいたる一連の業務に民間の資金、経営能力、技術的能力を活用するＰＦＩ方

式などの導入を検討する事例が増えています。 

今回の庁舎整備においても、次のような事業手法が想定されます。 

 

① 直接建設方式 

通常の公共事業の実施手法であり、市の財政資金を用いて設計、建設、維持管

理および運営業務について、それぞれ民間事業者へ委託・発注する方式です。 

 

② ＤＢＯ方式（公設民営手法） 

市の財政資金を用いて、施設の所有権を有したまま民間事業者に設計、建設、

維持管理および運営業務を一体的に委ねる方式です。 

ＤＢＯ方式は、ＰＦＩ法に基づくものではありませんが、公平性・透明性を確

保するためにＰＦＩ法に準じて事業実施することが望ましいといえます。 

なお、設計･建設業務の一括方式として、運営業務を除いたＤＢ方式もありま

す。 
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③ ＰＦＩ方式ＢＴＯ型 

ＰＦＩ法に基づいて民間事業者が自ら資金調達を行ない、設計・建設業務を一

体的に行い、施設整備直後に所有権を市に移転したのち、民間事業者が維持・管

理及び運営を行う事業方法です。 

なお、ＰＦＩ方式では、そのほかＢＯＴ型※１、ＢＯＯ型※２などがありますが、

庁舎という観点から市が施設所有者となるＢＴＯ型が有効であると考えられて

います。 

 

④ リース方式 

市は、民間業者に市有地を低廉で貸与し、民間事業者が施設の設計、建設及び

維持管理業務を行う方式（普通借地権）です。民間事業者が、施設のリース料の

支払いにより資金を回収し、契約期間満了後は、市へ施設を無償譲渡することも

できます。運営を含まない事業の分野で一部普及しつつあります。 

 

（２） 事業手法の選定 

上記の①直接建設方式から④リース方式のうち、民間活力を導入した事業手法を

選択すると、次のような問題が生じる可能性があります。 

 

 可能性調査に６カ月以上、民間事業者を選定の後業務に１年以上の期間が必要

となり、概ね２年程度事業期間が延びます。 

 事業期間が長期に渡るため、民間業者にとって魅力的な事業でなければ適切な

競争環境が確保されず、落札されない可能性があります。 

 

庁舎整備では、民間事業者の創意工夫によるサービス向上や維持管理、運営業務

が少ないため、財政負担軽減の効果が少ないこと、特に、合併特例債の活用を前提

としている伊賀市では、特例債の適用に制約や期限があることを考慮すると、速や

かに新庁舎の建設事業を進めることができる手法を採用する必要があります。 

よって本事業については、従来どおり直接建設方式を採用することが適当である

と考えられます。 

 

                         
※１ ＢＯＴ型：民間事業者が施設等を建設し、維持・管理および運営し、事業終了後に公共施設等の管理者等に

所有権を移転する方式です。 
※２ ＢＯＯ型：民間事業者が施設等を建設し、維持・管理および運営し、事業終了時点で民間事業者が施設を解

体・撤去する等の事業方式です。 
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３ 事業スケジュール 

 庁舎整備までのスケジュールは次のように想定しますが、2014（平成 26）年度以降

の予定については、これから策定する庁舎整備基本設計の中で具体化することになり

ます。 

 

【庁舎整備スケジュール】 

① Ａ案：南庁舎を改修し、敷地内に不足分を新築 

年 度 
2013年 

平成 25年度 

2014年 

平成 26年度 

2015年 

平成 27年度 

2016年 

平成 28年度 

2017 年 

平成 29年度 

2018年 

平成 30年度 

内 容 整備計画 基本設計 実施設計 
新庁舎 

建設工事 

新庁舎 

建設工事 

南庁舎 

改修工事 

注） 計画策定時の予定であり、事業の進捗状況により変更になります。 

 

② Ｃ案：新しい場所に新築（三重県伊賀庁舎隣接地） 

年 度 
2013年 

平成 25年度 

2014年 

平成 26年度 

2015年 

平成 27年度 

2016年 

平成 28年度 

2017 年 

平成 29年度 

 2018年 

平成 30年度 

内 容 整備計画 基本設計 実施設計 
新庁舎 

建設工事 

新庁舎 

建設工事 

南庁舎 

利活用 

改修工事 

注） 計画策定時の予定であり、事業の進捗状況により変更になります。 
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Ⅸ 基本設計に向けて 

 

今後の基本設計に向けて次のような事項に配慮します。 

 

１ 設計に対する市民参加について 

ユニバーサルデザインの考え方に基づいた計画とするため、その分野の専門家はも

とより、高齢者や障がいのある方、子育て中の人などから、望ましい環境整備の提案

を受けながら設計を進める必要があると考えます。 

 

２ 歴史的遺構 

現庁舎敷地に整備する場合、旧北庁舎跡地の西側には上野城の牢屋、東側には内堀

があったとされており、庁舎整備に際して重要な歴史的遺構が発掘される可能性もあ

ります。保存調査が必要な遺構が確認された場合は、発掘調査に期間を要するため、

こうしたことを踏まえて事業スケジュールを立てていく必要があります。 

 

３ 事業費を抑えた施設整備計画 

本計画において、概算工事費を算出していますが、基本設計・実施設計にあたって

は、費用対効果を十分に検討した上で、本当に必要な機能・施設を整備する必要があ

ります。加えて、庁舎整備費の初期コストだけで判断するのではなく、庁舎の運用コ

ストについても検討し、後年度の負担を少しでも抑えるよう努めることが重要です。 
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【資料編】 
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庁舎規模の算定

総務省「地方債事業費算定基準」による

算定根拠

市政再生室において算定された本庁支所勤務職員数

三役・特別職 3 人

普通会計職員＋特別会計職員 420 人

臨時・嘱託等 91 人

本庁（その他施設）職員 80 人

支所勤務職員 98 人

① 事務室 役職 職員数 基準面積 換算率 算出面積

三役・特別職 3 4.5㎡/人 20 270 ㎡

部長・次長級 26 4.5㎡/人 9 1,053 ㎡

課長級 61 4.5㎡/人 5 1,373 ㎡

課長補佐・係長級 150 4.5㎡/人 2 1,350 ㎡

一般職員 250 4.5㎡/人 1 1,125 ㎡

一般職員製図者 24 4.5㎡/人 1.7 184 ㎡

合計 514 5,355 ㎡

② 倉庫 ①×13％ 13% 697 ㎡

③ 会議室等 職員数×7.0㎡ 7.0㎡/人 3,598 ㎡

④ 玄関等 （①＋②＋③）×40％ 40% 3,860 ㎡

⑤ 議場等 24 35.0㎡/人 840 ㎡

合計 14,350 ㎡

起債許可標準面積には、防災対策室や福利厚生等の面積は含まれないため、これらについては別途検討する

防災対策室 400 ㎡

福利厚生室 食堂 200 ㎡

リフレッシュルーム 100 ㎡

市民開放スペース 300 ㎡

合計 1,000 ㎡

総合計 15,350 ㎡

職員1人当たり平均 29.9 ㎡

記載許可標準面積（起債対象面積）を求める場合は、嘱託・臨時職員を含まない正規職員のみの算定となるが、規模算定のた
め、嘱託・臨時職員を含んだ職員数で算定する。

 

 

 

資料 １ 
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各候補地の庁舎整備案 

資料 ２ 

比較表－Ａ案
前提条件

①庁舎必要規模は、約15,000㎡（職員数514人：一人当たり面積29.2㎡）と仮定した

②駐車場必要台数は約770台と仮定した（内訳：来庁者等200台、職員用460台、公用車110台）

1 配置計画

新庁舎 地上3階（15m以内）、地下1階 9,630 ㎡

既存南庁舎 地上3階 5,400 ㎡

合計 15,030 ㎡

・現庁舎敷地（新庁舎免震層を利用した地下駐車場を含む） 200 台

・現庁舎敷地外（市営城北駐車場、公社保留地及び市有地） 570 台

・敷地内に公用車スペースが確保できない

合計 770 台

4 耐震性 ○

5 建築・文化 ○

6 防災 △

7
立地条件
・アクセス

△

8 市民サービス ○

9 行政運営 ○

基本設計・実施設計 16 ヶ月

新庁舎建設及び南庁舎改修工事 32 ヶ月

その他（事務手続き、移転等） 9 ヶ月

合計 57 ヶ月

新庁舎 新築 353 千万円

既存南庁舎 IS0＝0.9 改修 166 千万円

駐車場整備費（現庁舎敷地及び庁舎外） 外構整備 31 千万円

土地取得費（駐車場用地） 35 千万円

合計 585 千万円

・本庁機能を同一敷地に配置できるため効率的な行政運営が可能となる

Ａ案　南庁舎を改修し、敷地内に不足分を新築

・伊賀鉄道「上野市」駅、三重交通バスターミナルの北側に隣接しており、公共交通機関よるアクセスはよ
い
・敷地及び周囲には、上野公園に向かってやや登り勾配がある
・国道25号等、周辺道路の交通停滞が見受けられるため、車でのアクセスに課題がある

・新庁舎：新耐震基準および重要度係数1.5以上、かつ免震構造等の採用を検討しており耐震性は十分
に確保される
・既存南庁舎：耐震補強を行い、一部コンクリート強度18の部分および中性化による劣化部分には再アル
カリ化等の改修を実施することで、耐震性を確保する

○

△

・本庁機能を同一敷地に配置できるため,市民サービスが確保できる
・新庁舎の低層階に分かりやすく使いやすい窓口を確保することができる
・既存南庁舎には耐震補強で壁等の設置が必要なため、窓口部門以外の部署を配置する

・日本を代表する近代建築の設計者である坂倉準三が設計した既存南庁舎を残すことができる

・伊賀市防災マップにおいては、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所、活断層
及び推定活断層の対象外である
・平成24年1月に庁舎敷地で実施した地質調査において、水平加速度150gal～350galでは液状化発生の
可能性は低いと判断されている。ただし、文献によると調査地付近において液状化発生の履歴が存在す
るため、大規模地震時には液状化発生の可能性が考えられる

10

11

工期

コスト（税抜）

番号 項目

3 駐車場

規模2

凡例
○ 大きな問題はない
△ 対応は可能
× 対応が難しい
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比較表－Ｂ案
前提条件

①庁舎必要規模は、約15,000㎡（職員数514人：一人当たり面積29.2㎡）と仮定した

②駐車場必要台数は約770台と仮定した（内訳：来庁者等200台、職員用460台、公用車110台）

1 配置計画

新庁舎 地上3階（15m以内）、一部地下1階 15,000 ㎡

合計 15,000 ㎡

・現庁舎敷地 200 台

・現庁舎敷地外（市営城北駐車場、公社保留地及び市有地） 570 台

・敷地内に公用車スペースが確保できない

合計 770 台

4 耐震性 ○

5 建築・文化 △

6 防災 △

7
立地条件
・アクセス

△

8 市民サービス ○

9 行政運営 ○

基本設計・実施設計 16 ヶ月

新庁舎建設（2期工事）及び南庁舎解体工事 46 ヶ月

その他（事務手続き、移転等） 9 ヶ月

合計 71 ヶ月

新庁舎 Ⅰ期・Ⅱ期工事 新築 553 千万円

既存南庁舎 解体 11 千万円

駐車場整備費（現庁舎敷地及び庁舎外） 外構整備 16 千万円

土地取得費（駐車場用地） 35 千万円

合計 615 千万円

・新耐震基準および重要度係数1.5以上の設計により耐震性が確保される
・免震の採用も可能

工期

・伊賀鉄道「上野市」駅、三重交通バスターミナルの北側に隣接しており、公共交通機関よるアクセスはよ
い
・敷地及び周囲には、上野公園に向かってやや登り勾配がある
・国道25号等、周辺道路の交通停滞が見受けられるため、車でのアクセスに課題がある

・本庁機能を集約配置するため,市民サービスは確保される
・低層階に分かりやすく使いやすい窓口を確保することができる

・日本を代表する近代建築の設計者である坂倉準三が設計した既存南庁舎を解体することになり、従前
の景観を大きく変更することになる
・伊賀市景観計画に基づく歴史性や文化性を重視した庁舎とする事ができる

・伊賀市防災マップにおいては、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所、活断層
及び推定活断層の対象外である
・平成24年1月に庁舎敷地で実施した地質調査において、水平加速度150gal～350galでは液状化発生の
可能性は低いと判断されている。ただし、文献によると調査地付近において液状化発生の履歴が存在す
るため、大規模地震時には液状化発生の可能性が考えられる

11 コスト（税抜）

・庁舎機能を集約配置するため効率的な行政運営が可能

10

規模 ○2

番号 項目 Ｂ案　現在地に全面新築

3 駐車場 △

凡例
○ 大きな問題はない
△ 対応は可能
× 対応が難しい
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比較表－Ｃ案
前提条件

①庁舎必要規模は、約15,000㎡（職員数514人：一人当たり面積29.2㎡）と仮定した

②駐車場必要台数は約770台と仮定した（内訳：来庁者等200台、職員用460台、公用車110台）

1 配置計画

新庁舎 地上7階 15,000 ㎡

合計 15,000 ㎡

三重県伊賀庁舎周辺敷地 （県駐車場代替分　100台分を含む） 870 台

4 耐震性 ○

5 建築・文化 ○

6 防災 ○

7
立地条件
・アクセス

△

8 市民サービス ○

9 行政運営 ○

基本設計・実施設計 16 ヶ月

新庁舎建設工事 23 ヶ月

その他（事務手続き等） 8 ヶ月

合計 47 ヶ月

新庁舎 新築 522 千万円

駐車場整備費 外構整備費 34 千万円

土地取得費（駐車場用地を含む）            路線価を参考に算定 不動産取得 68 千万円

千万円

合計 624 千万円

※既存南庁舎の用途変更改修　IS0＝0.75 157 千万円

11 コスト（税抜）

・伊賀鉄道「桑町」駅の南東直線距離約700ｍに位置している
・人口重心地に近い
・車でのアクセスは良いが、公共交通機関でのアクセスに課題がある（コミュニティバスの停留所はある
が、本数が少ない）

・本庁機能を集約配置するため市民サービスは確保される
・県庁舎と隣接しているため、県と市双方の行政サービスを受ける場合において利便性が高い
・低層階に分かりやすく使いやすい窓口を確保することができる

10 工期

・本庁機能を集約配置するため効率的な行政運営が可能
・県庁舎と隣接しているため効率的な行政運営が可能

・日本を代表する近代建築の設計者である坂倉準三が設計した既存南庁舎を残すことができる
・伊賀市景観計画に基づき、歴史性や文化性を重視した庁舎とすることができる

・伊賀市防災マップにおいては、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所、活断層
及び推定活断層の対象外である

○

△

・新耐震基準および重要度係数1.5以上の設計により耐震性が確保される
・免震の採用も可能

Ｃ案　新しい場所に新築（三重県伊賀庁舎隣接地）項目番号

3 駐車場

規模2

凡例
○ 大きな問題はない
△ 対応は可能
× 対応が難しい
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比較表－Ｄ案
前提条件

①庁舎必要規模は、約15,000㎡（職員数514人：一人当たり面積29.2㎡）と仮定した

②駐車場必要台数は約770台と仮定した（内訳：来庁者等200台、職員用460台、公用車110台）

1 配置計画

新庁舎 地上5階 15,000 ㎡

合計 15,000 ㎡

新庁舎敷地（ゆめドーム） 1,040 台

4 耐震性 ○

5 建築・文化 ○

6 防災 ○

7
立地条件
・アクセス

△

8 市民サービス ○

9 行政運営 ○

基本設計・実施設計 16 ヶ月

新庁舎建設工事 20 ヶ月

その他（事務手続き） 8 ヶ月

合計 44 ヶ月

新庁舎 新築 522 千万円

駐車場整備費 外構整備費 34 千万円

土地取得費 近隣の取引事例を参考 不動産取得 94 千万円

合計 650 千万円

※既存南庁舎の用途変更改修　IS0＝0.75 157 千万円

11 コスト（税抜）

・本庁機能を集約配置するため効率的な行政運営が可能

10 工期

・新耐震基準および重要度係数1.5以上の設計により耐震性が確保される
・免震の採用も可能

・三重交通バス停「ゆめドーム前」から直線距離約200ｍにあるが本数が少ない
・人口重心地に近い
・伊賀鉄道「市部」駅から北東直線距離約1,500ｍに位置している
・車でのアクセスは良いが、公共交通機関でのアクセスに課題がある

・本庁機能を集約配置するため、市民サービスは確保される
・低層階に分かりやすく使いやすい窓口を確保することができる

・日本を代表する近代建築の設計者である坂倉準三が設計した既存南庁舎を残すことができる
・伊賀市景観計画に基づき、歴史性や文化性を重視した庁舎とする事ができる

・伊賀市防災マップにおいては、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所、活断層
及び推定活断層の対象外である

3 駐車場 ○

2 規模 ○

番号 項目 Ｄ案　新しい場所に新築（県立ゆめドームうえの西側民有地）

凡例
○ 大きな問題はない
△ 対応は可能
× 対応が難しい
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庁舎整備案比較表 

項目 Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案 

駐車場 ・敷地内に公用車及び職員用駐車場

が確保できない 

・敷地内に公用車及び職員用駐車場

が確保できない 

・敷地内及び敷地周辺で駐車場を確

保することができる 

・敷地内及び敷地周辺で駐車場を確

保することができる 

耐震性 ・新庁舎は、新耐震基準及び重要度

係数 1.5 以上、かつ免震構造等の

採用を検討しており耐震性は十

分に確保される 

・南庁舎は、耐震補強を行い、一部

コンクリート強度 18 の部分及び

中性化による劣化部分には再ア

ルカリ化等の改修を実施するこ

とで、耐震性を確保する 

・新庁舎は、新耐震基準及び重要度

係数 1.5 以上、かつ免震構造等の

採用を検討しており耐震性は十

分に確保される 

・新庁舎は、新耐震基準及び重要度

係数 1.5 以上、かつ免震構造等の

採用を検討しており耐震性は十

分に確保される 

・新庁舎は、新耐震基準及び重要度

係数 1.5 以上、かつ免震構造等の

採用を検討しており耐震性は十

分に確保される 

建築・文化 ・日本を代表する近代建築の設計者

である坂倉準三が設計した既存

南庁舎を残すことができる 

・日本を代表する近代建築の設計者

である坂倉準三が設計した既存

南庁舎を解体することになり、従

前の景観を大きく変更すること

になる 

・伊賀市景観計画に基づく歴史性や

文化性を重視した庁舎とする事

ができる 

・日本を代表する近代建築の設計者

である坂倉準三が設計した既存

南庁舎を残すことができる 

・伊賀市景観計画に基づき、歴史性

や文化性を重視した庁舎とする

ことができる 

・日本を代表する近代建築の設計者

である坂倉準三が設計した既存

南庁舎を残すことができる 

・伊賀市景観計画に基づき、歴史性

や文化性を重視した庁舎とする

ことができる 

防 災 ・伊賀市防災マップにおいては、土

石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険

箇所、地すべり危険箇所、活断層

及び推定活断層の対象外である 

・平成 24 年 1 月に庁舎敷地で実施

した地質調査において、水平加速

度 150gal～350gal では液状化発

生の可能性は低いと判断されて

いる。ただし、文献によると調査

地付近において液状化発生の履

歴が存在するため、大規模地震時

には液状化発生の可能性が考え

られる 

・伊賀市防災マップにおいては、土

石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険

箇所、地すべり危険箇所、活断層

及び推定活断層の対象外である 

・平成 24 年 1 月に庁舎敷地で実施

した地質調査において、水平加速

度 150gal～350gal では液状化発

生の可能性は低いと判断されて

いる。ただし、文献によると調査

地付近において液状化発生の履

歴が存在するため、大規模地震時

には液状化発生の可能性が考え

られる 

・伊賀市防災マップにおいては、土

石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険

箇所、地すべり危険箇所、活断層

及び推定活断層の対象外である 

・三重県上野庁舎移転工事（四十九

町地内）に伴う地質調査報告書

（平成 2 年 3月）によると、建築

物設計の基礎資料として、地層構

成及び地盤土性を把握すること

（＝Ｎ値 60 以上の支持層を探る

こと）を目的とし、液状化指数Ｐ

Ｌ値等を得るための調査は行わ

れていないが、調査結果から、ﾘﾊﾞ

ｰｽ工法による場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭

を支持層である鮮新世の固結ｼﾙﾄ

層に 2ｍ程度余分に杭長を見込ん

でおけば、SRC７階建ての重量建

築物の支持力には全く問題が無

いと報告されている。 

・伊賀市防災マップにおいては、土

石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険

箇所、地すべり危険箇所、活断層

及び推定活断層の対象外である 

・(仮称)伊賀総合スポーツセンター

建設工事（依那具地内）に伴う地

質調査報告書（平成 7 年 12 月）

によると、建築物設計の基礎資料

として、地層構成及び地盤土性を

把握すること（＝Ｎ値 60 以上の

支持層を探ること）を目的とし、

液状化指数ＰＬ値等を得るため

の調査は行われていないが、調査

結果から、ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸによる埋め込

み杭工法が適切とされ、支持力計

算の結果、十分な強度が確認され

ている。 

立地条件 

アクセス 

・伊賀鉄道「上野市」駅、三重交通

バスターミナルの北側に隣接し

ており、公共交通機関よるアクセ

スはよい 

・敷地及び周囲には、上野公園に向

かってやや登り勾配がある 

・国道 25 号等、周辺道路の交通停

滞が見受けられるため、車でのア

クセスに課題がある 

・伊賀鉄道「上野市」駅、三重交通

バスターミナルの北側に隣接し

ており、公共交通機関よるアクセ

スはよい 

・敷地及び周囲には、上野公園に向

かってやや登り勾配がある 

・国道 25 号等、周辺道路の交通停

滞が見受けられるため、車でのア

クセスに課題がある 

・伊賀鉄道「桑町」駅の南東直線距

離約 700ｍに位置している 

・人口重心地に近い 

・車でのアクセスは良いが、公共交

通機関でのアクセスに課題があ

る（コミュニティバスの停留所は

あるが、本数が少ない） 

・三重交通バス停「ゆめドーム前」

から直線距離約 200ｍにあるが

本数が少ない 

・人口重心地に近い 

・伊賀鉄道「市部」駅から北東直線

距離約 1,500ｍに位置している 

・車でのアクセスは良いが、公共交

通機関でのアクセスに課題があ

る 

市民サービス ・本庁機能を同一敷地に配置できる

ため市民サービスが確保できる 

・新庁舎の低層階に分かりやすく使

いやすい窓口を確保することが

できる 

・既存南庁舎には耐震補強で壁等の

設置が必要なため、窓口部門以外

の部署を配置する 

・本庁機能を集約配置するため市民

サービスは確保される 

・低層階に分かりやすく使いやすい

窓口を確保することができる 

・本庁機能を集約配置するため市民

サービスは確保される 

・県庁舎と隣接しているため、県と

市双方の行政サービスを受ける

場合において利便性が高い 

・低層階に分かりやすく使いやすい

窓口を確保することができる 

・本庁機能を集約配置するため市民

サービスは確保される 

・低層階に分かりやすく使いや 

すい窓口を確保することができ

る 

行政運営 ・本庁機能を同一敷地に配置できる

ため効率的な行政運営が可能と

なる 

・本庁機能を集約配置するため効率

的な行政運営が可能 

・本庁機能を集約配置するため効率

的な行政運営が可能 

・県庁舎と隣接しているため効率的

な行政運営が可能 

・本庁機能を集約配置するため効率

的な行政運営が可能 

工 期 ５７ヶ月 ７１ヶ月 ４７ヶ月 ４４ヶ月 

コスト ５８５千万円 

・南庁舎を改修することにより、他

の案より安価で整備できる 

６１５千万円 ６２４千万円 

・県庁舎に隣接して整備することに

より、市・県の庁舎機能（駐車ス

ペース、会議スペース）について、

一定の範囲内での相互補完が可

能になると考えられることから、

これによって整備費の縮減に繋

げることができる。 

６５０千万円 

 

 

資料 ３ 

      差異・特徴 Ｃ・Ｄ共通の差異・特徴 
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伊賀市役所庁舎整備に関する 

市民アンケート集計結果 
 

 

１ 調査目的  

市民に対する、庁舎整備に関する意見等を把握するため、アンケートを 

実施し、庁舎整備計画策定のための基礎資料とする。 

 

２ 対 象 者  

住民基本台帳（満１８歳以上）から各支所を単位とした地区別の人口に 

応じて無作為に抽出した者。 

 

３ 回収状況 

   送付件数 ２，２２２件 

   回収件数 １，１８３件 （回収率 ５３．２％） 

 

４ 回答方法 

   特に指定がない限り、一つの質問に対し、回答は一つとする。 

 

５ 自由記載内容 

   別冊の「意見一覧」を参照 

（質問１０、質問１１．質問１２、質問１３、〔ご意見・ご要望等〕） 

 

 

 

平成２５（２０１３）年７月 

企画財政部 管財課 

資料４－１ 
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＜回答者について＞ 

質問１ 性別          ( n = 1183 )  質問２ 年齢           ( n = 1183 ) 

質問３ 職業                                      ( n = 1183 ) 

 

質問４ 居住地域                                   ( n = 1183 ) 

 

 

  

 

 

男性

45%

女性

55%

無回答

0%

上野支所管内

53%

伊賀支所管内

18%

島ヶ原支所地

域

3%

阿山支所管内

9%

大山田支所地

域

6%

青山支所管内

11%

無回答

0%

10歳代

2%
20歳代

6%
30歳代

12%

40歳代

12%

50歳代

17%

60歳代

23%

70歳代

17%

80歳以

上

10%

無回答

1%
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＜利用状況について＞ 

質問５ 昨年１年間で何回、本庁または支所を訪れましたか？    ( n = 1183 ) 

10 回以上 6～10 回 2～5 回 1 回 なし 無回答 

95 118 543 168 251 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半数近くが２～５回の訪庁である。 

居住地域別にみると、島ヶ原地域で「１０回以上」と「なし」の割合が高い。 

 

10回以上

8%
6～10回

10%

2～5回

46%

1回

14%

なし

21%

無回答

1%

9.6%

6.5%

10.5%

5.9%

7.2%

5.3%

10.9%

7.5%

7.9%

12.9%

8.7%

9.9%

49.4%

48.6%

26.3%

41.6%

34.8%

43.5%

14.4%

14.5%

10.5%

15.8%

17.4%

12.2%

15.7%

22.9%

44.7%

23.8%

31.9%

29.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上野

伊賀

島ヶ原

阿山

大山田

青山

１０回以上 ６～１０回 ２～５回 １回 なし

居住地域別では。。。 
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質問６ あなたは、合併後、本庁、支所のどちらに多く訪れましたか？ 

                                                              ( n = 924 ) 

本庁 支所 無回答 

  602 312 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本庁が６５％と割合が高い。 

居住地域別に見ると、上野地域が９０％超と圧倒的に本庁の割合が高く、他地域では支所の

割合が高い。特に伊賀地域を除く４地域で８０％前後の割合を占めている。 

 

 

本庁

65%

支所

34%

無回答

1%

94.2%

44.9%

23.8%

19.7%

21.3%

14.0%

5.8%

55.1%

76.2%

80.3%

78.7%

86.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上野

伊賀

島ヶ原

阿山

大山田

青山

本庁 支所

居住地域別では。。。 
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質問７ 質問６で「本庁」を選択された方にお聞きします。主にどちらの部署

に多く訪れましたか？                                  ( n = 602 ) 

南庁舎 

（上野丸之内） 

上野ふれあいプラザ 

（契約監理室、中心市街

地推進課、企画課等） 

阿山支所 

（産業振興部、建設部） 

大山田支所 

（教育委員会等） 
その他 無回答 

569 8 11 5 2 7 

 

 

 

 

 

 

 

南庁舎（上野丸之内）への訪庁の割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南庁舎
94%

上野ふれあいプラザ

2%

産業振興部、建設部

2%

教育委員会等

1% その他

1%

大山田支所 

 

南庁舎 

 

阿山支所 

 

上野ふれあいプラザ 
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＜庁舎整備について＞ 

質問８ 現在、市役所の本庁機能は阿山支所、大山田支所及び上野ふれあいプ

ラザへ分散していますが、集約したほうが良いと思われますか? 

( n = 1183 ) 

集約 分散 その他 無回答 

   559 539 41 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集約と分散が、ほぼ同率である。 

居住地域別に見ると、上野と島ヶ原地域で集約の割合が５０％を超え、伊賀、阿山、大山田

地域では分散の割合が高い。青山地域ではほぼ同率である。 

集約

47%分散

46%

その他

3%

無回答

4%

55.6%

43.5%

67.6%

30.0%

26.9%

49.6%

41.7%

52.2%

32.4%

64.0%

71.6%

43.2%

2.7%

4.3%

0.0%

6.0%

1.5%

7.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上野

伊賀

島ヶ原

阿山

大山田

青山

集約 分散 その他

居住地域別では。。。 
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質問９ 市役所の本庁の場所は、どこが良いと思われますか?     ( n = 1183 ) 

新しい場所 現在地 無回答 

280 864 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在地が７０％を超えている。 

居住地域別に見ると、全ての地域で現在地の割合が高いが、青山地域については、新しい場

所の割合が４０％を越えている。 

 

 

新しい場所

24%

現在地

73%

無回答

3%

20.8%

23.6%

21.6%

26.4%

29.9%

41.3%

79.2%

76.4%

78.4%

73.6%

70.1%

58.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上野

伊賀

島ヶ原

阿山

大山田

青山

新しい場所 現在地

居住地域別では。。。 
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質問１０ 質問９で「新しい場所」を選択された方にお聞きします。 

     新しい場所に整備する場合どの方法が良いと思われますか? 

( n = 280 ) 

新築 既存施設活用 無回答 

205 60 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新築が７０％を超えている。 

居住地域別に見ると、全ての地域で新築の割合が高いが、島ヶ原地域については、既存施設

活用の割合が４０％を越えている。 

 

新築

73%

既存施設

活用

22%

無回答

5%

76.4%

70.5%

57.1%

83.3%

84.2%

81.3%

23.6%

29.5%

42.9%

16.7%

15.8%

18.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上野

伊賀

島ヶ原

阿山

大山田

青山

新築 既存施設

居住地域別では。。。 
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質問１１ 質問９で「現在地」を選択された方にお聞きします。    ( n = 864) 

     現在地に庁舎を整備する場合、どの方法が良いと思われますか? 

１ 南庁舎を改修し、敷地内に不足部分を新築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４２ 

２ 南庁舎を改修し、不足分は他の場所に新築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２４ 

３ 南庁舎を改修し、不足分は他の場所にある既存施設を利用・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０７ 

４ 南庁舎を別の用途で使用しながら敷地内に新築し、不足分は他の場所にある既存施設を利用・・  ５０ 

５ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 125 

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

南庁舎を改修して庁舎として利用する方法が、全体の８０％近くを占めている。 

居住地域別に見ると、全ての地域で南庁舎の改修が高い割合を占めているが、上野地域以外

では、「不足分は他の場所」の割合が高く、特に青山地域で４０％近く、また阿山と大山田地

域では４０％を超えている。 

また、その他の意見では、「南庁舎を取り壊し全面新築」の意見が多い。 

54.6%

56.0%

44.8%

38.8%

47.8%

49.3%

1.5%

4.0%

10.3%

1.5%

4.3%

6.8%

22.4%

23.3%

17.2%

34.3%

30.4%

27.4%

4.2%

8.0%

10.3%

9.0%

6.5%

5.5%

17.6%

9.0%

19.2%

16.7%

11.4%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上野

伊賀

島ヶ原

阿山

大山田

青山

1 2 3 4 5

１

51%

２

3%

３

24%

４

6%

５

14%

無回答

2%

居住地域別では。。。 
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質問１２ 質問９で「新しい場所」または質問１１で「４」を選択された方に

お聞きします。南庁舎を別の用途で使用する場合、どの用途がふさ

わしいと思いますか。          【複数回答】 ( n = 330 ) 

観光・物産施設 歴史・文化施設 その他 

220 126 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光・物産施設の割合が５０％を超えている。 

居住地域別に見ると、全ての地域で観光・物産施設が５０％以上である。 

 

観光・物産施設

53%
歴史・文化施設

30%

その他

17%

51.2%

55.8%

50.0%

60.6%

53.3%

50.0%

30.8%

24.7%

50.0%

30.3%

33.3%

31.0%

17.9%

19.5%

0.0%

9.1%

13.3%

19.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上野

伊賀

島ヶ原

阿山

大山田

青山

観光・物産 歴史・文化 その他

居住地域別では。。。 
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質問１３ 新庁舎の候補地を選ぶ場合、何を重要と考えますか。【２つまで回答】 

                               ( n = 1183 ) 

交通の利便性 地理性 経済性 広い用地の確保 その他 

580 271 300 624 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通の利便性とゆとりある駐車スペースなど広い用地の確保の割合がほぼ同率で高い。 

居住地域別の見ると、島ヶ原と大山田地域で広い用地（駐車場）の確保の割合が４０％を超

えている。 

 

 

交通の利便性

32%

地理性

15%経済性

17%

広い用地の確保

34%

その他

2%

31.5%

34.2%

35.4%

28.9%

26.5%

34.0%

20.2%

10.2%

7.7%

7.5%

8.8%

10.3%

15.1%

17.5%

12.3%

22.6%

16.7%

17.7%

31.7%

34.8%

44.6%

36.5%

45.1%

35.5%

1.4%

3.4%

0.0%

4.4%

2.9%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上野

伊賀

島ヶ原

阿山

大山田

青山

利便性 地理性 経済性 広い用地 その他

居住地域別では。。。 
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伊賀市役所庁舎整備に関する 

住民自治協議会等アンケート 

集計結果 
 

 

１ 調査目的  

住民自治協議会等に対する、庁舎整備に関する意見等を把握するため、アンケート

を 

実施し、庁舎整備計画策定のための基礎資料とする。 

 

２ 回収状況 

   送付件数 ３９件 

   回収件数 ３９件 （回収率 １００．０％） 

 

３ 回答方法 

   特に指定がない限り、一つの質問に対し、回答は一つとする。 

 

 

 

 

 

 

平成２５（２０１３）年７月 

企画財政部 管財課 

資料４－２ 
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集約

90%

分散

8%

その他

2%

無回答

0%

新しい場所

54%

現在地

46%

無回答

0%

質問１ 現在、市役所の本庁機能は阿山支所、大山田支所及び上野ふれあいプ

ラザへ分散していますが、集約したほうが良いと思われますか? （n = 39） 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

・本庁の中枢機能と議会は現庁舎を耐震補強して使用する。 

・収容しきれない機能は、新築をせずに市街地の既存施設を活用し、本庁機能を市街地にまとめる。 

 

質問２ 市役所の本庁の場所は、どこが良いと思われますか?        ( n = 39 ) 

新しい場所 現在地 無回答 

2１ 18 0 

 

 

 

 

 

 

 

集約 分散 その他 無回答 

35 3 1 0 
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新築

100%

既存施設活用

0%

無回答

0%

質問３ 質問２で「新しい場所」を選択された方にお聞きします。 

    新しい場所に整備する場合どの方法が良いと思われますか? 

( n = 21 ) 

新築 既存施設活用 無回答 

21 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

新築 ＜具体的な場所＞ 

県庁舎の方面 

将来の伊賀市・名張市の合併を視野に、伊賀市南部がよい。県庁舎隣接地がベスト。現在の場所は、信号、踏み切り、道路幅等、大変不便であ

る。 

ゆめが丘か四十九町付近。 

消防本部に隣接する現職員駐車場。 

ゆめが丘、県民局（四十九町）付近。 

防災基地があるさくらクリーンセンター付近。 

市役所前。 

伊賀全体の発展のためには、城下町、町家の歴史財産を残す Old town と行政機能に集約した市全体の発展を見据えた公共交通の基点となる場

所に新庁舎を建設した「メリハリ」をつけた都市計画（New town）が重要と考える。 

県庁舎（四十九町）付近 

ゆめが丘の様な広い所 

ゆめが丘隣接地（旧森永エンジェルの森の計画地の一角） 

ゆめぽりすが最適と考えます。 

県庁舎の近辺が最適と思う。二番目はアピタ近辺が良い。現庁舎は場所は狭く駐車場もままならない面がある。又、交通量が多く、渋滞になり易く

庁舎に入りにくい。現在の所を市街地に入るための駐車場や歴史資料館、美術作品等の資料館に活用すべき。ゆめが丘への庁舎建設は反対。場

所そのものが孤立状態で交通アクセスも悪い。 

市全体の中心が最適だが、交通アクセスや病院、公共施設、スーパー等の位置も考えて将来的な（人口増減）事も考慮に入れて決めるべし。 

行政業務の非効率な分散を避け、旧学校敷地やゆめが丘等の広い敷地で、十分な駐車場も確保して新築する。 
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広さに十分な余裕をもった場所での新築を願っています。 

ゆめぽりす 

ゆめが丘 

四十九町（県庁舎近辺） 

ゆめが丘へ一括集中（二階建てまで） 

四十九町の伊賀県民局の近くに土地を購入し、新築を望む。 

ゆめが丘 

伊賀県民局東側（ゆめが丘）付近に伊賀市の未来性を鑑み、敷地の高度利用を図り、市民の利便性の高い総合庁舎を建設する。 

ゆめぽりす 

四十九町の三重県庁舎、問屋町周辺が良い。なぜなら、県・市・警察・市民病院等官庁をぐるっとまわれるから。また、伊賀鉄道の桑町・猪田道 

間に伊賀上野官庁前駅を新しくつくり、民間活力も利用し、公共交通としての機能、活性化をはかる。 

ゆめぽりすの近鉄の空き地 

ゆめが丘周辺 

伊賀鉄道に四十九の駅を設けて、市民病院近辺に。 

県庁舎に隣接して駐車場を併用できるよう。 

ゆめが丘地内 

ゆめドームの西側（タウンセンター地区） 
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１

33%

２

0%

３

6%

４

0%

５

61%

無回答

0%

質問４ 質問２で「現在地」を選択された方にお聞きします。        ( n = 18) 

    現在地に庁舎を整備する場合、どの方法が良いと思われますか? 

１ 南庁舎を改修し、敷地内に不足部分を新築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

２ 南庁舎を改修し、不足分は他の場所に新築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ０ 

３ 南庁舎を改修し、不足分は他の場所にある既存施設を利用・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

４ 南庁舎を別の用途で使用しながら敷地内に新築し、不足分は他の場所にある既存施設を利用・・  ０ 

５ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ０ 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他 ＜具体的に・・・＞ 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

耐震補強のみならず漏水対策や浸水対策が必要であり、改修費用がかさむ。 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊し、全面新築 

南庁舎を取り壊して全面新築をする。 

南庁舎を取り壊し全面新築するが、不足分は他の場所にある既存施設を利用する（新築規模は余り大きな箱物は必要ない） 

南庁舎を取り壊し全面新築 

南庁舎を取り壊して、全面新築がよい。 

南庁舎を取り壊し全面新築 

 

 



 

 - 66 - 

観光・物産施設

40%

歴史・文化施設

37%

その他

23%

質問５ 質問２で「新しい場所」または質問４で「４」を選択された方にお聞 

きします。南庁舎を別の用途で使用する場合、どの用途がふさわしい 

と思いますか。            【複数回答】    ( n = 21 ) 

観光・物産施設 歴史・文化施設 その他 

14 13 8 

 

 

 

 

 

 

 

その他 ＜具体的に・・・＞ 

多目的ホール。市の中心部に位置しており、市民活動拠点として多くの市民が自由に使用できるようにする。 

駐車場 

民間に売却し、新庁舎建設費に補填。 

１、２に関係した施設。関係ある行政施設が入ってもよい。 

多目的施設か図書館。 

出来るだけ広い駐車場の確保が必要 

市民が憩える場所 

南庁舎は、耐震構造であれば歴史・文化施設として利用したり、旧上野市内の避難場所としても利用すればよいが、耐震補強に莫大な予算が必要

となれば、今の施設は撤去して新たな利用を考える。 

１、２施設として活用することを中心に考え、併せて駐車スペースを十分に設けること。 
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交通の利便性

25%

地理性

14%

経済性

19%

広い用地の確保

37%

その他

5%

質問６ 新庁舎の候補地を選ぶ場合、何を重要と考えますか。【２つまで回答】 

                                 ( n = 39 ) 

交通の利便性 地理性 経済性 広い用地の確保 その他 

16 9 12 24 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

どの地域からも行きやすいところ。 

公共交通で来庁する人が少ないから、「１」など論外。北にかたよりすぎでは×。各部に分散もＯＫ。 

観光立市としての庁舎を考えるべきである。 
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市民意見交換会での意見結果集計（候補地別） 

項目 Ａ案 Ｂ案 

候補地 ○現在の中心地の丸之内に庁舎を造るべき 

○以前の計画を自治協が賛成し本庁舎が丸

之内に建設されることを前提に街づくり

の計画をしている 

○Ａ案Ｂ案に賛成であるが、支所補強し、

ＩＴ技術を使用し、ＴＶ電話等で連絡す

ればいい 

○街の中心地である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×坂倉建築を見るために観光客が来るとは

思わない 

×過去の経緯から現在地に建設する案は考

えられない 

×職員駐車場は新庁舎の隣に有ることを条

件とするなら現在地への建設は反対 

×物理的に狭く将来的な拡張性が無い 

※Ａ案Ｂ案になっても本庁の役割機能を整

備してほしい 

○現在の中心地の丸之内に庁舎を造るべき 

○以前の計画を自治協が賛成し本庁舎が丸

之内に建設されることを前提に街づくり

の計画をしている 

○Ａ案Ｂ案に賛成であるが、支所補強し、

ＩＴ技術を使用し、ＴＶ電話等で連絡す

ればいい 

○街の中心地である 

○現在地に新庁舎が建つことが一番いい 

○一箇所に集中したほうがベターなので 

○南庁舎を取り壊し新築しないと、今後も

同じ事を繰り返すことになる 

○伊賀市の中心的な所であり観光地も近い 

○無駄な古い庁舎を残すくらいなら、庁舎

を解体するＢ案 

○中心市街地を核として伊賀市のシンボル

となる 

○坂倉建築を見るために観光客が来るとは

思わない 

×過去の経緯から現在地に建設する案は考

えられない 

×職員駐車場は新庁舎の隣に有ることを条

件とするなら現在地への建設は反対。 

×物理的に狭く将来的な拡張性が無い 

※Ａ案Ｂ案になっても本庁の役割機能を整

備してほしい 

駐車場 ○北庁舎跡は大型観光バスの駐車場に使用 

×駐車場が狭い 

※地下駐車場は１台当たりのコストが高く

なるので、立体駐車場にすればコストが

安くなる 

○上野の街に人を集めるには、駐車場は南

庁舎のある場所がいい 

×駐車場が狭い 

防 災 ○地質調査済み 

 

 

 

○地質調査済み 

立地条件 

アクセス 

×信号や鉄道があるので交通渋滞がある 

×災害時に交通渋滞が予測される 

×南から向かうと交通渋滞などのアクセス

が悪い 

 

 

×信号や鉄道があるので交通渋滞がある 

×災害時に交通渋滞が予測される 

×南から向かうと交通渋滞などのアクセス

が悪い 

資料 ５ 



 

 - 69 - 

 

項目 Ｃ案 Ｄ案 

候補地 ○名張との合併を考えた場合Ｃ案に賛成 

○県民局が近いため申請がスムーズにいく 

○Ｃ案に賛成であり、南庁舎を改修して観

光の拠点を造ってほしい 

○地域としてはＣ案かＤ案に賛成 

×伊賀鉄道から遠い 

※県庁舎の空きスペースを借りて不足部分

を建設してほしい 

○伊賀市の中心であるＤ案に決めてもらい

たい 

○Ｄ案を指示します 

○４つの理由でＤ案に賛成 

 １伊賀市の中心地にある 

 ２全職員が一箇所に集中できる 

 ３災害時に職員が登庁可能 

 ４車を考えるとアクセスの良い所 

○地域としてはＣ案かＤ案に賛成 

×伊賀鉄道から遠い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場 ○駐車場が広く交通の便がいいＣ案かＤ案

がよい 

 

○駐車場が広く交通の便がいいＣ案かＤ案

がよい 

 

 

 

防 災 ○災害時のことを考えると、現在地は反対

でＣ案に賛成 

※Ｃ案Ｄ案の候補地も液状化の検証をして

もらいたい 

○耐震性、浸水、液状化を研究し、それに

耐えうる物をお願いしたい。 

※Ｃ案Ｄ案の候補地も液状化の検証をして

もらいたい 

立地条件 

アクセス 

○新庁舎は県庁舎との利便性があるＣ案が

妥当 

○３時間に１本ぐらいのバスを走らせれば

いい 

※名阪の高架の下に伊賀鉄道の駅を作れば

どうか 

○上野市駅からバスを走らせればいい 
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伊賀支所 島ヶ原支所 阿山支所 大山田支所 青山支所

昭和３６年１２月
（築51年）

昭和５３年７月
（築34年）

昭和５５年１２月
（築32年)

昭和４０年１０月
（築47年)

昭和５０年３月
（築38年)

鉄筋コンクリート造３階建
（1,041.27㎡）

鉄骨鉄筋コンクリート造２階建
（1,107.94㎡）

鉄筋コンクリート造２階建
（2,546.97㎡）

鉄筋コンクリート造２階建
搭屋あり（1,264.83㎡）

鉄筋コンクリート造３階建（地下１
階）搭屋あり（3,769.56㎡）

無 有 有 無 無

ＲＣ造部分について、Ｘ方向のＩ
ｓ値は１・２階とも判定指標値
（0.75）を大きく下回る（1階
0.37、2階0.44）。Ｙ方向は、１階
のみＩｓ＝0.54と判定指標値を
下回る。また、Ｘ方向は、１・２
階とも耐力壁がまったくない。
昭和48年に増築したＳ造部分
については、１階部分のみＸ方
向がＩｓ＝0.34、Ｙ方向がＩｓ＝
0.39と判定指標値を下回る。隣
接するＲＣ庁舎の耐力が劣るこ
とを考慮すると、本建物は、エ
キスパンションジョイントが無い
こと、上家の接合が生じている
ことを総合的に考えれば、ＲＣ
部分との崩壊連動が考えられ
る。

最小構造耐震指標値（Is）が、１
階はIs＝0.82、２階はIs＝1.34
で、耐震判定指標値Iso=0.75を
上まわる。内部は簡易間仕切
りやオープンスペースで構成さ
れていることで下階壁抜柱とな
る箇所は無い。下屋及び玄関
バットレス壁は有効に作用して
下層の耐力向上に寄与してい
る。その他、バルコニー及び屋
根庇について地震上下動につ
いて検討したが特に問題はな
い。診断結果として想定される
地震動に対して、崩壊・倒壊の
危険性が小さい建物と判断す
る。

最小構造耐震指標値（Is）が１
階はIs＝0.71、２階はIs＝1.51と
なり、耐震判定指標値Iso=0.75
を１階部分は下まわる。1階は
下階壁抜けが存在することに
より、その壁抜け柱の圧縮破
壊の可能性が高いため、その
柱4本には、鋼板巻き等の柱軸
力保持を可能にする補強が必
要である。
　　　　　　　　　↓
下階壁抜け柱で地震時に圧壊
する恐れのある柱にそで壁を
設置することにより、鉛直荷重
支持能力を確保した。又、建物
全体としての構造耐震判定指
標値は0.75を確保しており、
CtuSDも各階共0.45を確保して
いるため、本建物は、要求する
耐震性能を有するものと考え
る。

最小構造耐震指標値（Is）が１
階はIs＝0.50、２階はIs＝0.52と
なり、耐震判定指標値Iso=0.75
を下まわる。屋根庇が全周あり
平均建物より重量増である。柱
帯筋も300＠と広く、せん断耐
力性能に劣る。補強として、極
脆性柱の解消と壁の増設が望
まれる。

最小構造耐震指標値（Is）が、B１
階はIs＝0.37、１階はIs＝0.49、２
階はIｓ＝0.93、３階はIs＝0.68
で、耐震判定指標値Iso=0.75を
下まわるので、大地震時に倒壊
又は崩壊する危険性が高い。PH
については、倒壊の危険性は低
いと判断する。　　『補強として
は、建物形状が複雑であるた
め、RC壁補強、鉄骨ブレース補
強、方杖補強等でバランス良く補
強することが重要であり、また下
階壁抜け柱の解消も必要であ
る。3階の資料室部分の片持ち
梁については、落下の危険性が
あると判断されたため、落下防
止措置が必要である。』

未積算 ― 平成22年度補強済み 21,300 千円 29,300 千円

倒壊の危険性があるため、将
来的には取り壊す。
建物は、暫定的に倉庫などに
利用するが、支所機能はふるさ
と会館いがの空きスペースに
移転することが可能。

耐震補強の必要がないため、
支所の有効利用を検討する。

竣工年月日が一番新しく、まと
まった面積を確保できるので、
本庁が建設されるまでの間、一
時的に本庁の一部を移転して
いるが、長期的には、支所機能
を同じ敷地内の保健福祉セン
ターの空きスペースに移し、空
いた支所建物の有効利用を検
討する。

倒壊の危険性があるため、将
来的には取り壊す。
建物は、暫定的に倉庫などに
利用する。
支所機能は大山田農村環境改
善センターの空きスペースに移
すことが可能。

倒壊の危険性があるため、支所
として使い続けるためには、耐震
補強する必要がある。
近隣に支所機能を移せる公共施
設がないため、補強して支所とし
て使用するか、維持管理経費削
減のため、支所機能は青山公民
館部分の空きスペースに集中さ
せることが可能。
この場合、今後、空いた建物の
支所部分の有効利用を検討す
る。

２課 ２課 ２課 ２課 ２課

19人 13人 17人 17人 21人

ふるさと会館いが
（平成6年、鉄筋コンクリート
造、鉄骨鉄筋コンクリート造、
3,080㎡）

阿山保健福祉センター
（平成12年、鉄筋コンクリート
造、2,919㎡）

大山田農村環境改善センター
（昭和57年、鉄筋コンクリート
造、1,489㎡）
大山田保健センター
（平成5年、鉄筋コンクリート
造、1,055㎡）
大山田教育センター
（平成14年、鉄骨造、591㎡）

青山公民館
（昭和49年、鉄筋コンクリート造、
1,479㎡）
阿保多目的集会施設
（昭和60年、鉄骨増、322.51㎡）

小ホール（201.4㎡）、会議室
（83.2㎡）に30人程度を配置し、
支所として利用可能

1Fロビー（約100㎡）、1F事務室
（90.0㎡）、2F会議室（30.25㎡）
を使用可能

農村環境改善センター
1F事務室（30.5㎡）、1F図書室
（21㎡）、1F資料室（27㎡）、2F
小会議室（54㎡）を使用可能

事務室（30.25㎡）、展示ホール
（68㎡）、図書室（121㎡）、2F会
議室（45㎡）を使用可能
（※事務室と図書室は、公民館を
移設した場合）

除却費用と移転費用などの試
算が必要

移転費用などの試算が必要 除却費用と移転費用などの試
算が必要

支所の耐震補強費用の試算が
必要（支所と公民館が一体の建
物となっているので、耐震補強は
建物全体を行う必要がある）。
また、青山公民館を移転する必
要がある場合は、移転費用を試
算する必要がある。

支　所　活　用　検　討　資　料

建築年月

構造
（延床面積）

支所として活用可能
な近隣の公共施設

課数（平成25年度）

診断に関する所見

検討課題

耐震結果

今後の活用

施設利用見込

職員数（平成25年
度）

耐震補強概算

資料 ６ 
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伊賀市庁舎整備計画検討委員会設置要綱（伊賀市告示第 38号） 

 

（設置） 

第１条 伊賀市の本庁及び支所庁舎の整備計画を検討するに当たり、市民の意見及び提案を反

映させるため、附属機関の設置等に関する条例（平成 19 年伊賀市条例第 31 号）第２条に基

づき、伊賀市庁舎整備計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（設置期間） 

第２条 委員会の設置期間は、平成 26年３月 31日までとする。 

（委員会の任務） 

第３条 委員会は、市長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について検討及び協議をし、その

結果を報告書としてまとめ、市長に答申するものとする。 

⑴ 本庁及び支所庁舎の規模に関すること。 

⑵ 庁舎の設置場所に関すること。 

⑶ 庁舎整備の基本的な計画に関すること。 

⑷ その他庁舎整備に関すること。 

（組織） 

第４条 委員会は、委員 15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 公共的団体等の代表者 

⑵ 学識経験を有する者 

⑶ 市民から公募した者 

⑷ その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、前条の任務が終了するまでとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 会長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

５ 利害関係を有する者その他協議の公平性の妨げとなる恐れのある者は、審議に加わること

ができない。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企画財政部管財課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮

って定める。 

附 則 

この告示は、平成 25 年４月１日から施行する。 

資料 ７ 
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資料 ８ 

選出区分 氏　　名 所　　属 職名 備　　考

1 松山
マツヤマ

　明
アキラ 中部大学

工学部建築学科
准教授 会長

2 中嶋
ナカ ジマ

　節子
セツコ 京都大学　大学院

人間・環境学研究科
准教授 副会長

3 池澤
イ ケザワ

　邦仁
クニヒト 社団法人

三重県建築士会伊賀支部
支部長

4 中西
ナカ ニシ

　慶三郎
ケイ ザブロウ

伊賀市老人クラブ連合会 副会長

5 大
　オオニタ

仁田　富美子
トミコ

男女共同参画ネットワーク会議 会長

6 山本
ヤマモト

　禎
サザアキ

昭 上野商工会議所 常議員 H25.6.18～

7 西　眞澄
ニシ　　マスミ

伊賀市商工会 女性部部長

8 上田　功介
　ウエダ　　　コウスケ

社団法人伊賀青年会議所
伊賀JC委員会
委員長

9 松山
マツヤマ

　安
ヤス

利
トシ

伊賀市PTA連合会 会長

10 菊野　善久
　キクノ　　　ヨシヒサ 一般社団法人

伊賀上野観光協会
副会長

11 福田
　フクタ

　健一
ケンイ チ

12 木下
キノシタ

　利子
トシコ

13 日置
　ヒオキ

　智啓
トモヒロ

14
    (４号委員）
その他市長が
必要と認める者

滝井
　タキイ

　利
トシ

彰
アキ

伊賀上野まちづくり市民会議 議長

途中交代の委員

選出区分 氏　　名 所　　属 職名 備　　考

（１号委員）
公共的団体
等の代表者

田山
タヤマ

　雅敏
マサトシ

上野商工会議所 副会頭
H25.5.28～
H25.6.17

伊賀市庁舎整備計画検討委員会　委員名簿

（２号委員）
学識経験

を有する者

（１号委員）
公共的団体
等の代表者

(３号委員）
市民から

公募した者

平成２５年１２月１０日現在
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